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2015年度より実施してきた「持続可能な社会・地域づくり

のための学びあいフォーラム」（通称「学びあいフォーラム」）

は、持続可能な社会・地域づくりのために活動している団

体が１年をかけて学びあい、それぞれの地域がもっとよく

なっていくための学習の方向性を一緒に見つけようという

フォーラムです。従来は年に数回の集合研修のほかに、参

加団体（パートナー団体）はDEAR「学びあいコーディネータ

ーチーム」とともに、団体の活動やアクションプラン作り、

振り返りを実施してきました。2020年度は新型コロナウイ

ルスの感染拡大に伴い、随時内容を練り直し、オンライン

を活用して「学びあい」の機会を作ってきました。

 「学びあいフォーラム」における「学びあい」には、いくつ

かの形が想定されています。１つは、参加する団体が、そ

れぞれの地域での「持続可能な社会・地域づくり」とはどの

ようなものか、また、そのような社会・地域づくりをめざ

した学習活動のありかたとはどのようなものかを、地域の

人たちと一緒に考え創り出していくという「学びあい」です。

今年度は地域で新たな学習活動に取り組むこと、学びあい

フォーラムに新規団体を巻き込むことが困難であることが

予想されたため、これまでの参加団体にブログの執筆を依

頼し、各地でのこれまでの「学びあい」やコロナ禍における

「学びあい」の様子を記述してもらい、活動を文字化するプ

ロセス自体がふりかえりとなり、地域におけるひとつの「学

びあい」となるように働きかけました。また、２回のオンラ

イン学びあいのスピーカーとなった団体（屋久島、八王子）

は、会に向けて準備する過程が「学びあい」の実践となりま

した。

もうひとつは、各地域において生まれた学びや変化を掬

い取り、それらと学びあいのコーディネーションの関連を

「見える化」して、フォーラムの参加団体やコーディネータ

ーチームと共有することで、それぞれの目指す地域や学習

学びあいフォーラムとは

のあり方、そのコーディネーションのあり方をさらに深め

ていく、という「学びあい」です。従来は対面での集合研修

を実施していましたが、今年度はオンラインの場を４回企

画・実施しました。それぞれが自身の地域における実践を

語り、他の地域の実践者と出会い、互いの実践に耳を傾け

ること、試行錯誤するプロセスを経て実践されたプロジェ

クトからそれに伴う地域の変化・変容を知り、「学びあう」

ことを目指しました。

上記２つの「学びあい」は連動しており、自分たちの地域

における「学びあい」の成果やプロセスを共有することは他

の地域にとっても意味があるのと同時に、他の地域との「学

びあい」を自分たちの地域での活動に活かすことができると

考えます。

 ３つ目は、DEAR「学びあいコーディネーターチーム」間で

の「学びあい」です。「学びあい」の場の企画・実施、ブログ

原稿の作成、コーディネーター間でのふりかえりセッショ

ンへの参加等を通して、各コーディネーターが自身の目指

す「持続可能な社会・地域づくり」とはどのようなものか、

そのような社会・地域づくりをめざした学習活動のあり方

とはどのようなものかを他のコーディネーターたちと一緒

に考え創り出していくという「学びあい」です。

以上のように、「学びあいフォーラム」とは、多様な実践

者による様々な「学びあい」が複雑に絡み合った取り組みで

す。ここまで読んできて、何のことかピンとこない方も多

いかもしれません。具体的な「学びあい」につきましては、

ぜひ次ページからの事業報告、実践事例紹介、コーディネ

ーターチームふりかえりを読んでみてください。読み終わ

る頃には「学びあいフォーラム」の実像が浮かび上がること

と思います。

本報告書は「持続可能な開発を促進する教育・学習」コーディネーター研修事業で実

施した2020年度の活動をまとめたものです。本事業では、教育実践者や地域づくりに

関わる実践者が、持続可能な開発を後押しする教育や学習活動をコーディネートする

際のヒントを得て、各地域の実情に即して活用し、持続可能な社会・地域づくりに向

けた教育活動を展開していくことを目標としています。

2020年度は、『「地域・学びあい・入門セミナー」～地域活動をふりかえり、学びあい、

深め合う２日間～』（2019年度に実施）への参加団体を中心に、各地域の活動のフォロ

ーアップとともに、さらなる研修を実施する予定でしたが、新型コロナウィルス感染

拡大を受け、急遽オンラインの形でプログラムを実施しました。オンラインという制

約はありながらも、各団体、個人がどのように地域に向き合い、持続可能な地域づく

りのための学びあいをどのようにコーディネートしてきたのか、じっくり聴きあうこ

とができました。本年度の各プログラムは「2020年度事業報告」に掲載しています。

また、本報告書では2019年のセミナー後から発信し続けている地域の実践事例ブロ

グを掲載しています。各地域での実践やコーディネート、地域に対する見方の変化や

気づきがそれぞれの言葉と視点で語られておりますので、多様な「学びあい」の実践の

蓄積として、お読みいただければ幸いです。

本事業は2020年度で６年目を迎えました。その節目として、DEAR「学びあいコー

ディネーターチーム」で、本事業の成果や学びを互いにふりかえりました。本報告書の

最後に、そのふりかえりの記録を掲載しています。ふりかえりのプロセスの一部では

ありますが、今後の「持続可能な社会・地域づくりのための学びあいフォーラム」の展

開の足掛かりとなればと考えています。

はじめに
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2020年度事業報告

2020年度は、新型コロナウィルス感染拡大を受け

オンラインの形でプログラムを実施しました。各プロ

グラムでは、団体や個人がどのように地域に向き合い、

持続可能な地域づくりのための学びあいをどのように

コーディネートしてきたのかなどをお話しいただき、

その記録を報告としてDEARプラットフォームに掲載

してきました。その報告を転載します。
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2 0 2 0年度事業報告

・「オンライン交流会」（6月）
日時	2020年6月20日（土）14：00～16：30

プログラム
❶　オープニング
❷　自己紹介とルール確認
❸　わたしの気持ち
❹　地域のこれから、どう変わる？どう変えたい？
❺　ふりかえり
❻　そのほか、全体でアナウンス

  1 オンライン交流会の開催までの経緯と目的
本年度の学びあいフォーラムは、2019年9月に「地域・学びあい・入門セミナー」を実

施後、参加団体に対する活動のフォローアップを行いながら、４月に実践交流会を実

施する予定でしたが、新型コロナウィルス感染拡大を受け、対面での研修の実施を11

月まで中止することになりました。

昨年９月に実施した「地域・学びあい・入門セミナー」
のオープニングの様子

運営チームで、参加団体へのサポートのあり方や、今年度の事業展開を検

討し、まず参加者のコロナ禍の状況における気持ちや、現在の状況を共有

できる場として、オンライン交流会を実施することになりました。個人と

して気軽に参加してもらい、緩やかに意見を交わすことで、持続可能な地

域づくりという同じ志を持つ者どうしが共感し、気づきや励ましを得る場、

として開催しました。

オンライン交流会は６月20日（土）に開催し、地域の参加者および運営コー

ディネーターの総勢15名が、全国各地（山形、新潟、福島、東京、神奈川、

大阪、鹿児島）から参加しました。今回はその交流の様子を報告したいと思

います。

  2 わたしの気持ち
プログラムはDEARのグローバルエクスプレス「新型コロナウィルス感染症とわたした

ち」をベースに地域バージョンで進めました。

 

グループ内での共有を通じての参加者の感想
■グループ１

◦大都会と地域で感じること。感染疑いの話題が出ると、島中で犯人捜しみたいに

なった。

◦米沢では観光地名所がつぶれて、打撃が受けている話を聞いた。

◦先進国と途上国の関係。今までは人の移動がなく、鎖国状態であったが、経済・

観光業がストップしている原因は都会にあるのに、そのとばっちりを受けている。

国際的な対立との共通点を見た。

◦悲しい、驚いた、どうにかなるという気持ちも挙げられた。

■グループ２

◦真ん中の空欄に三つ「やっぱり、なさけない、きっかけにするしかない」と記入し

た人がいた。

◦これからの世界のありようを考えさせられた。変われるかもしれない。

◦不安、驚いた、悲しい、役に立ちたい、ありがたい、怖い、という気持ちが出された。

◦活動の一環でカンボジアに訪問できなくなったのは大変だが、新人がは入ったの

で、ほっとした。

◦近未来を描けない不安。

◦役に立ちたい、公の機関として地域に対して何ができるか、これまで以上に考え

ている。

◦今まで何も考えていなかった人が、行動、マスクづくりなどに参加している。

◦怖さ、メディアに操られる怖さ。

■グループ３

◦共通、不安、怖い、マイナスの気持ち。

◦今の状況がいつまで続くのか。人によって考え方が違うので、コミュニケーショ

ンが取れない。

◦日本の政策、情報開示の面、東京アラートなど根拠が明らかでなく、大丈夫なのか。

◦どうにもできない気持ち。今の気持ちばかり考えず、次に進もう。

◦プラス、役に立ちたい。最近になってこういう気持ちになった。

◦今の状況にとどまらずプラスのことを考えたい。

■グループ4

◦前向きポジティブな意見が共有された。楽しみ、面白い、という意見にはっとし

た。これからの変化への期待。

◦屋久島をこれからどう変えていくのか、高校生を含め話し合い、今後への期待を

感じた。

◦観光業としては不安もある。経済、町のしくみをどう変えていくのか。開業の時

期を考えるきっかけになった。

ワーク１「私の気持ち」
ワークシートを使い、今の気持ちで当てはまるものを３つ選んでその理由

を共有する形で、気持ちから今の状況をどう捉えているか、グループで話

しました。
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◦大学のオンラインで培えた新たな関係性。地元の飲み屋で感じた流通が止まると

いうこと。

◦グローバル化について、改めて実感した。

◦グローバルとローカルについて。横のつながりが強くなったこともあるのか、コ

ロナの影響がどう関係してくるのか、ということを自由に話し合った。

  ３ 地域のこれから、どう変わる？どう変えたい？
今回のオンライン交流会では、地域バージョンとして、ワークシートの問

いを以下のようにして、実施しました。

＜問い＞
◦私が変えたいと思っていること

◦こんなふうに変わったらいいなと思うこと

◦今後、こんなふうに地域が変わるだろうと思うこと（※コロナによって

変化の方向が変わったり、変化が加速したりすることはあるだろうか？）

グループ内での共有を通じての感想
■グループ１

◦子どもの進級率がまた下がる不安。

◦生活圏を狭める生活に慣れてきた。オンラインが後押ししている。

◦オンラインによる選択肢が増えた。

◦オンライン、地方創生がコロナによって進まざるを終えない状況になった。田舎

で生活をすることが現実になる。屋久島の産業にとってはプラスになるのでは。

◦人とのつながりが変化してきている。

　【グループ１の発表を受けての参加者からの意見】

◦人とのつながりが今後どうなっていくのか。

◦オンラインいいよね、もっと発展させるべきだよね、という流れに感じるが、会

うほうが個人的には好き。対面で話すほうが。本当に必要な情報が話せるが、人

とのつながり方がどうなっていくのか。

◦二極化するのではないか。

◦在宅生活が続いて、会わなくなった人がたくさんいる、オンラインではつながら

ない。環境が整っていないとつながらない。ボーダーがある。これからはどうな

るのか。

■グループ２

◦衣食住。実家の酒屋でpaypayをはじめた。スーパーではなく、地元で買い物。

古き良き姿が見直されるタイミング。

◦学び教育。地域格差をどうするか。オンラインで対応するようになり、不登校の

子が参加できる幅ができたが、地域によってはオンラインに対応できない。

◦防災訓練ができなくなった。介護、保育、感染リスクが高い人が地域の会合に参

加できていない。地域の方向性が見えていない。

◦仕事、雇用。リモートワーク。屋久島に来る理由になる。観光目的だけでなく。

自分の好きな場所にいながら。小さな日常の出来事が観光資源になりえる。

■グループ３

◦オンラインのいい点、悪い点。

◦オンライン授業、無駄なものを省ける。一方で、偶発性がなくなる。

◦コミュニケーションがどこにいてもできる。一方で、直接会う大切さ、肌感覚。

どうメリハリをつけるのか。

◦オンライン授業できる、できない学校。格差。

◦マスク品切れ。買えるけど値段が高くなっている。手に入れられる、入れられな

い、格差。

◦都心、縦に人が収納されている。密になっている。地方に人が流れていくといい。

■グループ４

◦職と教育。都会から地域に目が向くようになった。

◦飲食店。客の対応から考えが見えるようになった。相手のことを考えられる社会。

◦留学生。飲食店での仕事がない。一方でコンビニでは無理やり留学生が働かされ

た。色濃く出た。

◦zoom、いつ話したらいいか緊張感。縁遠い人でも、これから話すチャンスになる

という話も。

◦障害があったり、子育てで普段参加できない人が参加できるメリット。参加に取

り込めるといういみでは幅が広がった。

　【グループ２～４の発表を受けての意見】

◦良いと悪い、の組み合わせがあると、選択肢が増える。

◦主催の軸が移せることは大きい。東京だけでなく、地方からも参加できる。構造

のことを考えると大事。

◦オンラインのおかげで、個人的にはリアルが好きだが、北海道の方と話し合いが

できた。関係性が広がった。リアルでは出会わない。可能性がある。個人、社会

でどう使いこなしていくのか。試行錯誤しながら進んでいくのでは。

◦屋久島のバーチャル旅行に参加した。未知の体験。宿泊しているようなおもてな

し。朝食、食べているような気分にもなったし、ますます食べたくなった。案内

役がいた。ますます本物を見たくなった。同じ気持ちで、皆で参加。本来、ライ

ブで旅をしていたらないが、「またね」といって終わった。違った旅の楽しみ方。
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2 0 2 0年度事業報告

・「第1回オンライン学びあい」（10月）
日時2020年10月３日（土）14：00～17：00

  １ 「オンライン学びあい」の開催と目的
６月に実施したオンライン交流会に続いて、学びあいフォーラム事業では、10月３日

（土）に各地域から参加者を招いて「オンライン学びあい」を開催しました。前回は、交

流を目的にしましたが、今回は、地域からの話題提供をしていただきながら、実践者

どうしが語り合うことを目的に、ライブ感を重視して行いました。

話題提供者は、屋久島から、ミッキーさん（阪根充さん／屋久島サウスビレッジ／屋久

島ウェルネスツーリズム協会）、はるかさん（中島遼さん／漁師の暮らし体験宿 ふくの

木）、やっくん（福元豪士さん／ HUB&LABO Yakushima・屋久島環境文化財団）の３名。

参加者は、秋田、山形、福島、神奈川、東京、大阪、兵庫、高知から集まり、計16名

のメンバーで実施しました。

お話のポイントの確認
本事業のキーワードである、「学びあい」「コーディネート」「ふりかえり」を踏まえ、「オ

ンライン学びあい」では、以下のポイントを確認しました。

◦実践をきっちりとした形ではなく、試行錯誤のプロセスとして話してもらう。

◦実践を語る実践者と出会う。実践者が語る「実践」に耳を傾ける。

◦それぞれも地域で「実践」する一人として、語りを消費するのではなく、屋久島の実

践を軸に、語り合う。

  ２ スピーカーのお話①
スピーカーによる、自己紹介と、「地域」の様子、地域の「課題」、自身の「実践」や取り

組みについて紹介していただいた後、「学びあい」「変化・変容」「持続可能性」のキーワ

ードをもとに、さらにお話していただきました。

屋久島の3人と各地域からの参加者と一緒に

プログラム
❶　オープニング
❷　スピーカー自己紹介（屋久島で活動する皆さん）
❸　スピーカーによるトーク①（話題提供）
❹　グループワーク①（気づいたこと・考えたことの共有）
❺　スピーカーによるトーク②（話題提供）
❻　グループワーク②（気づいたこと・考えたことの共有）
❼　全体共有・ふりかえり

  ４ ふりかえり
３人程度のグループに分かれて、今日のワークのふりかえりを実施し、その後の全体

共有で、以下のような感想が出されました：

参加者からのふりかえり
◦ファシリがつらい。空気感がわからない。無理やりあてたり、あてられているプレ

ッシャーがあったと思う。ライブの話し合いを持ちたいと思った。

◦屋久島に行きたい、という話になった。屋久島からWSを実施する。プライベートで

も、仕事でも。

◦これからやる楽しいことの話ができるといい。

◦共通の知人が発覚した。オンラインで幅が広がるが、リアルの価値を大切にしてい

かないといけない。リアルだから感じられる良さ。

◦オンライン、リアルさ、肌感覚で深めていく。可能性が広がるが、私たちが何を選

択するのか／できるのか。次のステップを考える必要がある。自分は選べるが、個々

人が何を選択していくのか、それを大切にしていく必要がある。可能性の広がりに

流されてしまう時がある。何を選べるか。そういうのがめんどうくさい、という自

分もいる。半分。普通だと思っていたことが、そうでなくなる、というのはそうい

うこと。

◦顔がたくさん見える状況にまだ慣れていない。アイスブレークでほぐれた。チャッ

トを使うのも面白かった。

【参考】
◦DEARプラットフォーム「『地域・学びあい・入門セミナー』～地域活動をふりかえり、

学びあい、深め合う２日間』を実施」http://platform.dear.or.jp/learning/909/

◦DEARプラットフォーム「学びあいフォーラム『オンライン交流会』実施報告」

http://platform.dear.or.jp/learning/1510/

◦Global Express（グローバルエクスプレス）「新型コロナウィルス感染症とわたしたち」

（2020年、DEAR）http://www.dear.or.jp/books/book01/2645/

※本事業報告は、DEARプラット
フォーム掲載の「学びあいフォーラ
ム『オンライン交流会』実施報告」を
一部修正の上、掲載しています。
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まず、自己紹介も含めて、３人の方のお話を聞きました。３人の方のお話（抜粋）は以

下の通り。

　ミッキーさんのお話

2002年から屋久島に移住して、ユースホステルと長期滞在型のゲストハウスを運

営している。10年前から経営環境が悪化し、屋久島全体を考えないといけないと

思うようになった。やっくんが主催した「屋久島まちづくりLABO」や、2019年の

DEARの「学びあいセミナー」にも参加し、ミッションがクリアになってきた。屋

久島への移住まで行かなくても、関係人口を増やしていきたい。ゲストハウスの運

営をみんなでシェアしていくことで持続可能になるのではと考えている。好奇心旺

盛なので、いろいろやっているが、こういった活動を整理して共通するものを見つ

けて統合していきたいと思っている。

　はるかさんのお話

北海道で育って、東京で働いて、屋久島に移住して結婚した。民宿の女将を４年や

った。屋久島経済新聞ライター、花火師などもしている。義父が一本釣りの漁師な

ので、遊漁船や体験宿を行っている。漁獲量が減っていて、漁業だけでは稼ぐこ

とが難しい。後継者も減っている。このままだと屋久島から漁師さんがいなくなり、

おいしい魚が食べられなくなってしまうのでは。島の温かい風景がなくなってしま

うのは寂しい。自分だけでなく地域で仲間と取り組む必要があると考えて、「屋久

島まちづくりLABO」やDEARに参加するようになった。

　やっくんのお話

NPO法人HUB&LABO　Yakushimaの代表理事をしている。屋久島で生まれて

育った。屋久島は観光地だけでなく未来に続く世界共通の遺産である。屋久島の価

値を広く伝えたいと思っている。関係性をデザインする、豊かさにアプローチす

るNPOの運営をしている。行政にはできないことをやりたい。大学生、未就学児、

小学生、など、様々な人たちを対象に、教育活動をしている。幼児期の子どもたち

が安心して遊ぶ場がない、と聞き、幼児向けの親子の遊び場づくりを始めた。自然

体験を子育ての選択肢のひとつにしたいと思っている。屋久島の未来をつくるため

に、対話、挑戦、協働を考えるミーティング「屋久島未来ミーティング」を行ってい

る。「急いでいきたければ、ひとりで行け。遠くへ行きたければ、みんなで行くこ

とだ」という言葉が好き。いろいろな人を巻き込んで、「イマジン屋久島」という活

動を始めた。世界遺産の30年を振り返りながら、これからどうやって未来を創る

のか、を考えていきたい。

その後、進行の南雲さんからの問いかけで、３人に「学びあい、変化、変容、持続可能性」

というキーワードで話してもらいました。

その中で、ミッキーさんやはるかさんの変化のきっかけを作った「屋久島まちづくりLABO」

について、やっくんから説明がありました。NPOを始めて２年目で、仲間を増やして

いこうとしたときに、県から相談があって始めたもので、もともとあったものをつな

げ、参加者が主体的に動ける場をつくれたのが良かった、ということでした。はるか

さんは、「つながることで、様々な選択肢が増えた。続けられる可能性が見えた。仲間

が増えた」と語ってくれました。活動の中で直面している課題については、自分の関心

と役割について、活動の継続や移住者と地元の人との壁、人間関係などが挙がりました。

参加者からの質疑応答では、コミュニティを作ることに関してや、危機感や課題は共

有されているのか、具体的にはどんな衝突があって、どう乗り越えたのか、などの質

問がありました。

  ３ グループでの共有
その後、小グループに分かれて、話を聞いて気づいたこと、考えたことを話しました。

グループで共有された意見
◉移住者と住民の話について。外から入ってきた人が地域の持続可能性を問い続ける

存在だと意味があり、大切な関係性を築けるのでは。

◉受け容れる、受け容れられるという関係だけでなく、入った側のまなざしをどう持

ち込んで、どう関係性を築けるのか、が重要。

◉子どもが地域を好きになる活動によって、自尊感情が高まり、地域にも戻ってくる

という。そういう場が増えるといい。

◉違う意見が対立したときにどうするのか。地域には、意見が強い人がいるから収ま

ったりすることもある。例えば、デンマークやオランダ、納得いくまで議論する。

合意形成の仕方にも違いがある。

◉コミュニティ形成にこだわらなくても、教育の面や、各自が考えることを大事にす

ることも、面白い。地元と移住者とのギャップ。外から来た人にしてみたら課題と

感じることへのギャップ。仲間として巻き込んで地域を巻き込むにはどうしたらい

いのか。

◉屋久島の面白い伝統行事。十五夜や、集落ごとの綱引きなど。そういった行事を大

事にしていることが垣間見れた。

◉お話を聞いて、自分たちの活動地であるカンボジアの地域の人の想いと、自分たち

の活動への想いにはずれがあるのではないか。自分たちの目的は受け入れられてい

るのか…？将来的には教育の平等について関わることをしたい。

  ４ スピーカーのお話②
参加者の感想を聞いた後、南雲さんから３人に、「大変な中で地域づくりにかかわり続

けられるのは、なぜか」という問いかけがありました。
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　はるかさん	

自分が住み続けたいと思える島であってほしいというのがある。そのまま自分の暮

らしと直結していることだから。

　ミッキーさん	

楽しいと思ったことはない。自分が地域づくりをやっているのではなく、飛んでき

たものを受け止めているだけ。この地に生活して事業をしていくものとしてはやる

べきことをやっている。

　やっくん	

子どもに直結することをやることが、自分の使命。やりたいことではなく、やらな

ければならないことをやっている。そこに自分がいる言い訳を探している。

  ５ ふりかえり
その後、もう一度小グループになって気づいたこと、考えたことを話しました。そし

て、ふりかえりを兼ねて一言ずつ共有しました。

ふりかえりの一言（一部抜粋）
◉地域づくりに関する「風の人、土の人、10年たつと風土」という言葉が心に残った。

屋久島を学ぶためのオンラインツアーがあれば、参加したい。

◉二つ学んだ。自分が地域と関わるなかで経済的な盛り上がりにこだわらなくてよい

な、と思った。子どもたちや外部の人が学ぶこと。子どもが最強なのでは。子ども

を育てるために命がつながっていく。持続可能、などの看板を挙げなくても、人間

はやってきたことを、地域でやっている。そこを見失わないようにしていきたい。

◉地元にいる人とどういう関係をつくるのか、というのは自分も深めていきたい。還

元できるようにしていきたい。

◉地域がテーマになると、自分の地域とはなんだろう？自分のなかの地域の稀薄性、

がはっきりした。地域性と排他性の話し。自分の中に体験しないと分からない。実

は、あこがれもある。次の生き方を考えたい。

◉テーマは持続可能な地域づくり、持続可能な開発は目的のようにおいてしまいがち

だった。日々の暮らしの積み重ねの中に、持続可能な開発があり、だから、その暮

らしが大切になる。

◉今回は屋久島の話しだったが、まちづくりのリアルだと思う。うまくいくこともう

まくいかないこともリアルで、思いがあって取り組んでいる人はかっこいい。そう

いう人たちは実はたくさんいて、素敵な人たちが身の回りにたくさんいる。この場

もとてもよかった。

◉排他性という言葉が印象に残った。地域は居心地の良さと排他性は表裏一体。居心

地の良いところは、どうしても他の人を入れたくない、と思う。それを壊していく

ことが必要。

◉高齢者の話が出てこなかったが、屋久島の高齢者は役割があるのか。高齢者のこと

を聞きたかった。

◉地域の人はいろいろなことを言う。一人ひとりが心の中に葛藤を持っていることに、

気づけた。地域づくりをきれいごとにしたらいけない。地域の中で大変なことは多

いけど、全てストーリーになっていく。

３時間があっという間に感じるほど充実した時間でした。屋久島の地域の話を聞きな

がら、それぞれが、自分の地域、そして自分のかかわりを振り返ることができました。

ご協力いただいたみなさま、ありがとうございました。

【参考】
◦DEARプラットフォーム「学びあいフォーラム『オンライン学びあい』実施報告」

http://platform.dear.or.jp/learning/1837/

◦屋久島サウスビレッジ　https://yakushimasouth.wixsite.com/south

◦漁師の暮らし体験宿 ふくの木　https://www.yakushima-fukunoki.com/

◦HUB&LABO Yakushima　http://hublaboyakushima.mystrikingly.com/

◦屋久島環境文化財団　http://www.yakushima.or.jp/

◦屋久島まちづくりLABO　https://www.pref.kagoshima.jp/ad02/kurashi-kankyo/

kankyo/sougou/co2free/labo.html

※本事業報告は、DEARプラット
フォーム掲載の「学びあいフォーラ
ム『オンライン交流会』実施報告」を
一部修正の上、掲載しています。
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2 0 2 0年度事業報告

・「第2回オンライン学びあい」（12月）
日時2020年12月5日（土）14：00～17：00

  １ 「第２回オンライン学びあい」概要と目的

つながっていくというところに、学びあいがあると思う」

◦「形が決まっていないということが持続可能な地域にとって強み。これからのことを

話し合っていない、のが強み。やわらかさ、しなやかさが大事」

異なる地域や立場にいる一人一人が、それぞれの語りから自身の暮らしや活動をふり

かえり、学びあう、濃厚な時間となりました。

詳しくは、以下の報告をお読みください。

  ２ トーク①団体と活動の紹介
２回目となる今回は、秋田、山形、福島、新潟、神奈川、東京、大阪、兵庫、高知か

ら、15名が参加しました。大野のどかさんの進行で、まずは、お二人からそれぞれの

団体の活動の話を聞きました。

花崎さんのお話　（八王子市民のがっこう「まなび・つなぐ広場」）
八王子市民のがっこう「まなび・つなぐ広場」（以下、「まなび・つなぐ」）は、市民の任

意のグループ。2011年の東日本大震災、原発事故の後の講座からはじまり、いろいろ

なことを学ぼうと今に至っている。設立当時の趣意書には、「未来の人たちに手渡せる

社会を選び取ろう」と記している。

2013年につくったものだが、今の社会の方が問題は切実だと思った。地域で動くこと

で、世界で生きる人とつながることができる。今を生きる人だけでなく、過去と未来

を含めて、社会のあり方を考えたいということが示されている。連続、単発など様々

オンライン学びあいは、過去の学びあいフォーラムに関わった人や団体を中心に、コ

ロナ禍においても互いの経験や実践から学びあえる場を持ち続けようと、企画・実施

しています。12月５日は、八王子の皆さんに、今までの実践やその間の変化や学び、

コロナ禍で考えたことを話してもらい、全国の参加者を交えて話し合いました。

花崎晶さん

（八王子市民のがっこう「まなび・つなぐ広場」） 

「暮らしの部分では歩いて行けるところがコロナ禍でも最後まで残るので、地域で暮

らす自分たちが何ができるのか改めて考えていた」

福島智子さん

（ユギムラ暮らし、八王子市民のがっこう「まなび・つなぐ広場」）

「活動を続ける理由は、活動自体が好きだから、一緒にやっている人が好きだからだ

と思う」

大野のどかさん

（八王子市民のがっこう「まなび・つなぐ広場」、学びあいフォーラムコーディネーター）

「今までの蓄積を実感した時間だった。『持続可能な社会』 という漠然と目指していた

ことが、リアルに感じられたのがコロナ禍だった」

全国の参加者の方々とのグループワークや全体セッションでは、
こんな声が出ていました。
◦「コロナになってどこまでやれるか、コロナを言い訳ではなく、コロナだけどやれる

ことをやっていきたい」

◦「コロナは現在進行形なので、自分の暮らしをふりかえることにつながると個人的に

感じた」

◦「地域はそもそも流動的。地球も持続していくためには新陳代謝、変化が必要。流動

的であることが大事。一方で、空中分解してしまうことがある。意味があることに

プログラム
❶　オープニング
❷　トーク①団体と活動の紹介
❸　グループワーク（気づいたこと·考えたことの共有）
❹　トーク②３者座談会「コロナ禍で考えたこと、
　　地域の持続可能性・これからやっていきたいこと」

❺　グループワーク（参加者がコロナ禍で考えたこと共有）
❻　全体共有・ふりかえり

八王子の皆さんと参加者と一緒に

な講座や上映会、ワークショップなどをしている。「持続可能な地域づくり」

をテーマに種や水、その他、憲法や中東の歴史などについても行った。

学びあいフォーラムには2016年、2017年に参加した。最初は「フェアトレ

ード」がテーマだったが、自分たちの暮らし自体を学ぶこと、ウェルフェア

（福祉）トレード、地域内のフェアな関係、地産地消、友産友消などが重要

だと思うようになった。自分の地域が、単に寝に帰る場所で、買い物も大

型スーパーという暮らし自体を考え直した方が良い、ということになり、

講座をしながら、自分たちのまちをもっと知ろう、ということに行き着いた。

八王子はフェアトレードの店がないので、ないならつくろうと、自分たち

で仕入れて「くらしつなぐストア」で売るようにした。「もっきんバー」（大野

さんが実施している、八王子のコミュニティバー）で、月１回朝市で出店す

るという活動をしている。



18　持続可能な社会・地域づくりのための学びあいフォーラム2020（DEAR） 持続可能な社会・地域づくりのための学びあいフォーラム2020（DEAR）　19

地図づくりで、学びあいフォーラムにはお世話になった。地域にはどんなリソースが

あるのか、どんな暮らしをしたいのか、自分たちにとっての持続可能性をワークショ

ップを通して、まち歩きをして、他の団体との対話の中で考えることができた。

エリアを絞って、続いてほしいものを考えて、個人商店や人が集まれるスペースなど

を載せた「つづく地図」を作った。「つづく地図」作りを通じて、自分たち自身のまちの

見え方が変わった。いつも通っていた道だけど、小さな商店やそこで働く人のことは、

見えていなかった。店で話を聞くと、長年続いていたことに気づき、改めて自分の時

間の使い方、忙しくて便利さを求めてしまう生活、暮らし方が大きく問われた。

地図作りを通してメンバーと話しができた。消費からプラスチックごみを考えるなど、

問い直すべき点がたくさんあるのではないか。情報がたくさんあるので、頭では分か

っているつもりだったが、実践につながるプロセスは続けていきたい。

2020年の企画は、コロナで止まったまま。2月29日、毎年恒例の「福島を忘れない」企

画で集まったのが最後。「くらしつなぐストア」の朝市だけ、続けている。

福島さんのお話　（ユギムラ暮らし）
「ユギムラ暮らし」の活動は東京都八王子市にある、ユギムラという場所で行っている。

ユギムラ（由木地域）は1965年ごろから多摩ニュータウンの開発が始まったが、そのな

かで開発への反対運動を行い、守られてきた場所で、そのような思いは現在にも引き

学びあいに参加する前は、活動内容は曖昧だったが、参加することで、「ユギムラ暮ら

し」という名前もつけられ、上述したきっかけづくりとアピール活動を行っていくこと

が明確になった。その年はそばづくりとユギムラ通信を出すことを決めた。実際に、

そばの種を撒いて、収穫し、製粉し、そばの試食会を行うことができた。またユギム

ラ通信の活動も始められた。このように計画したことはできたが、そばの作業につい

て不明なことが多かったので、多くの人に宣伝活動はできず、アピール活動という点

では不十分であった。

地域の方に持続可能な暮らしの発信はできなかったが、作業の大変さは感じた。こん

なに大変なのに、スーパーで安く売られているのはなぜか。今後、そのような話まで

盛り込んでいければ、今の生活を振り返るきっかけになるのではないかと考えた。も

のを作ることと、その作業から浮かび上がってくる疑問点や課題などを丁寧に扱って

いけば、私たちがやろうとしている「持続可能な暮らしを考えるきっかけの場づくり」

ができるのではないかと思った。

2020年は、イベントの実施は難しかったのでアピールはできていない。しかし、小さ

いながらも収穫した野菜を料理して食べる収穫祭のようなことはできた。野菜作りや

収穫祭などを通して、またいろいろな学びがあった。収穫祭では、自分で作ったもの

を畑で食べるとゴミが全然でないことに気づいたりもし、いまの生活はどうなんだろ

うか？と考えるきっかけになった。通信に関してはなかなか作業が進まず未完成であ

る。

  ３ グループワーク①
お二人のお話を受けて、グループに分かれ、気づいたこと・考えたことを共有しました。

全体共有の際に出されたグループからの意見（抜粋）
◦同じ地域に同じ仲間を見つける、仲間づくりが難しい。大きいまちの中でどうつな

がるのか。１～２時間離れないと仲間が見つからない地域ではどうしたらいいのか。

◦街歩きは体験が大事という話が出た。小学校２年生でまち探検を実施するが、その

暮らしの背景までは考えられない。６年生くらいでまち探検をやると地域をもっと

知るきっかけになるのではと思った。

◦マップ作りを通して、地域資源よりも、自分の暮らし方に気づいたという話が印象的。

◦関わる人が関心のある講座を気軽にできる雰囲気なのではないか、それはとてもい

い。気軽にできるということは、つながって、活動、実行しやすい雰囲気なのでは。

◦フィールドワークしているうちに、自分たちの生活に結び付くという自分の地域と

の共通点があった。マップ作りは自分のところでもやっているが結構大変。「まなび・

つなぐ」はみんな笑顔でやっていた。まちの見え方がかわったということは、人の見

え方もかわったのでは。自分たちを客観しできたということにつながったのは。

継がれている。

ユギムラでは、無農薬の野菜を生産・販売したり、体験農園を行ったりす

るなど、様々な団体が活動している。職業として関わっている団体もあれ

ば、私たちのように趣味として活動している団体もある。

私は、「まなび・つなぐ」の講座なかで、2016年に八王子のリソース体験を

行い、ユギムラに訪問したことをきっかけに関心を持った。家から近かっ

たこともある。今一緒に活動しているユギムラの鈴木美保さんと野菜づく

りやモノづくりなどを通して、自分の生活を振り返ったり、食べものやモ

ノの背景にあるものを考えたりすることで、「持続可能な暮らしって何だろ

うというのを考えたい」、「みんなで勉強したい共有したい」などと話してい

て、少しずつ形になっていった。

「ユギムラ暮らし」は、持続可能な暮らしを考えるきっかけの場づくりやユ

ギムラのアピール活動をしたいと考えている。メンバーは農業に興味があ

ったり、安全安心な食、想いを持っていたりする人などで、八王子市内の

人もいるし、近隣の地域から来ている人もいる。学びあいフォーラムに参

加したのは、2019年だった。
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  ４ トーク②：座談会「コロナ禍で考えたこと、
 地域の持続可能性・これからやっていきたいこと」
前半の進行をした大野さんも含めて三人に「コロナ禍で改めて考えた地域の持続可能性

や、どんな変化があったか」について、座談会形式でお話ししてもらいました。中村

（DEAR）が進行しました。

コロナ禍を経て今思うことは？
大野さん

2013年頃、講座に参加したのをきっかけに「まなび・つなぐ」のゆるやかな運営メ

ンバーになった。2016年から活動を企画しはじめて、今に至っている。2015年か

ら自分で小さなバーをやりながら、今はその場をシェアスペースにもして、運営し

ている。空間をどう生かすかを考えてやっている。バーも2か月半お休みして、４

～ 5月まで引きこもっていた。講座の何をオンラインにすべきかわからず、「まなび・

つなぐ」の活動はほとんどできていなかった。

一人の生活者として、それまでやってきたことが生きたと思うのが、マップを作っ

たおかげで、どこに行ったら何を買えるか、密にならないかが浮かんで、安心感が

あった。今までの蓄積を実感した時間だった。「持続可能な社会」という漠然と目指

していたことが、リアルに感じられたのがコロナ禍だった。

花崎さん

2011年の福島の原発事故をきっかけに「学び・つなぐ」を始め、その時は地域の土

壌や空気を気にして調べたりした。その時も放射能は目に見えないので、怖かった

が、今年はコロナで目に見えないものに対応しているという意味では、2011年の

状況と2020年は、似ているところがある。人間の社会ってなんだろう、と漠然と

考えた。

女性相談の仕事は続いていたが、みんな家にいなければならない中で、毎日の食を

調達しなければならない女性たちの状況が見えてきた。暮らしの部分では歩いて行

けるところがコロナ禍でも最後まで残るので、地域で暮らす自分たちが何ができる

のか改めて考えていた。小さい読書会を維持したり、前より土に親しむようになった。

昨年まではやりたいと言いながら、みんなで借りた畑を放置していたので、今年は

徐々に始めたが、暑さや雑草など、思った以上に大変だった。一方で、人間が何も

しなくても土の中でサツマイモが育っていてくれることが本当にありがたく、驚き

だった。お金では買えない部分での暮らしのあり方や、動く範囲について考える契

機になった。

福島さん

家にいる時間が増えたので、地域を歩いたり見たりする時間が増えたのではないか

と思う。野菜を作る時間が増えたり、自分の家の周りのまち歩きをたくさんしてお

店の人とのやり取りが増えたりした。

zoomで人との新たなつながりができたことはよいが、朝市で久しぶりに人と話し

ながら販売することができ、やはり対面は良い、楽しいと思った。いろいろと変化

を感じてはいるが、現在、コロナ禍にいるので、「コロナ禍を経て」どうかというの

は、はっきりわからない。言葉としてまだまとまらない、その最中にある。

6月からの朝市の活動なぜ始めることになったのか。
みなさんはどうして活動を続けられるのか？
花崎さん

もっきんバーがあったから。それ以前は朝市はお店の中でやっていた。狭いスペー

スで商品を置くと密になるので、外のスペースでやるようになった。活動を続けら

れるのは、ゆるく、無理をしない範囲でやっているから。講座をやるときは、責任

感があり、お金のこともあり、場所のことなど気にしているが、朝市は、自分たち

のペースでやれる範囲でやっている。朝市で通りがかりの人と直接話したり、やり

取りすることが楽しい。

地図作りの際、観光マップ、おいしいところの地図など既存のものはたくさんある

なかで、他のものに載っているものは省いて、主観的な地図でよい、自分たちの楽

しいを載せればいいという真鶴出版さんのアドバイスもあった。だから大きい建物

などは地図に載っていない。「くらし・つなぐストア」も商品の数は少ない。扱って

いる物は少ないが、自分たちがいいと思うもの、おいしいと思うもの、つながりが

あって仕入れやすいもの、ということでやっている、ハードルの低さが長続きだと

考えている。

今後の活動・活動を続けられるのはなぜか？
大野さん

以前は講座をやることで、一緒に学ぶことで、仲間ができる、ということをやって

きた。それもやりたいことだった。一方でコロナ禍の中でやりたいこと、やること

を減らしたいという気持ちが出てきてジレンマを感じている。リアルの対面もやり

にくく、地域の人たちとは今、なかなかつながりにくい。お店を開いても、広がり

にくい。広げるために今動きたいかというと、自分の気持ち的にも変わってきてい

て、今後どうなるのか。活動のモチベーションをどう保つのか。今までとは違う方

法を模索する必要がある。
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花崎さん

３人でこれからのことについては、特に話していない。「くらし・つなぐストア」で、

麹屋から味噌を仕入れて、味噌を売るのにプラスチックは使いたくないので器を持

ってきてもらって量り売りをしたり、そういう具体的なことを話しあっている。

福島さん

活動を続ける理由は、活動自体が好きだから、一緒にやっている人が好きだからだ

と思う。

  ５ グループワーク②
３人の話を受けて、参加者自身が自分の活動に引き付けて、コロナ禍で考

えたこと、持続可能な地域や活動の課題、これからやっていきたいこと、

どんな学びがあるのか、についてjamboard（gooogleアプリケーションの

一つ）を使って話しました。

全体共有の際に出されたグループからの意見
◦近年の活動で、やれる中で、楽しんでやれる範囲でやりたい。コロナだ

からではなく、近年そう思っていたということに気づいた。コロナにな

ってどこまでやれるか、コロナを言い訳ではなく、コロナだけどやれる

ことをやっていきたい。

◦地域の活動についてというより、暮らしのことでコロナ禍で考えたことを話した。

コロナは現在進行形なので、自分の暮らしをふりかえることにつながると個人的に

感じた。

◦前回の屋久島の皆さんもそうだが、地域によって差が出てきている。共感すること

は、対面でたわいのない話をすること、季節が進んだことを実感すること、癒され

ることが大事、だということに改めて気づいた。

◦これまで海外や全国に簡単に行けていた暮らしがそもそもおかしかったのかもしれ

ない。二酸化炭素をまき散らして行けていたこと自体が、都市の暮らし自体が。い

ろんな面で見直すときなのかもしれない。コロナが終わると戻るのか。

◦地域差があり、都会の生活には無理があったという話をした。山形にいる分には、

オンラインでつながれることで、遠くが近くになった機会になっている。できるこ

とが増えている、ということは感じる。苦しむ人がいる一方で、新しい可能性を感

じられる。それは、お互いに話をしなかったら、知りも、感じられもしなったこと。

話をすると見えたことがたくさんあった。

◦大量生産、大量消費をする側に回っていたこと、無理をしないことが大事と思って

いたのに、移動しまくったり、自分のエネルギーの使い方を無理していた、という

気づきがあった。

◦コロナになって、オンラインになり、地域によっては高齢者とのコミュニケーショ

グループの中の話し合いで出された意見
（jamboardの一部）

ンができないという課題がある。オンラインで続くようになったというのは一部の

人ということに目を向ける必要がある。

◦年代、地域性によってどう感じているかも違う。それぞれを見ないといけない。条

件によって見える世界が違う。

◦形が決まっていないということが持続可能な地域にとって強み。これからのことを

話し合っていない、のが強み。やわらかさ、しなやかさが大事。地域だからできる。

学びあいの場をつくっていたからできること。PDCAを回す形でない実践ができれ

ばいいのでは。

◦海外志向だったが、コロナによって考え方が変わった。拠点地域をもちたいと思う

ようになったという話をした。自分もこれまで選ばなかったような仕事を今選んで

いる。現場に入ることで、今まで知らなかった社会の問題が見えるようになった。

◦自分の人権をつめることができたことが、コロナでの強み。まず自分自身がやりた

いこと。自分たちがやれる範囲でやっていこう、という気になった。

  ６ ふりかえり
お話いただいた八王子の皆さんから皮切りに、一人一言ずつ今日のふりかえりを行い

ました。以下は、その抜粋です。

八王子のみなさんより
大野さん

学びとは、更新していくこと。これからのことは、決まってなくてもいいというこ

とも言われてはっとした。学んで更新していく、ということができていることがあ

りがたい。学びあいフォーラムで「アクションプラン」を作ったので、そういうやり

方もあり、選ぶことができるのが重要だと思った。

花崎さん

自分たちの活動をふりかえる機会になった。学ぶことは、変化することかな、と思

った。少しずつではあるが、この４年間で、考え方、活動のやり方などが変わって

きている。視点が変わり、地域の捉え方、動き方が変わってきている。その変化の

プロセスがまだ分からないが、どう変化していくのか楽しみでもある。

福島さん

ユギムラ暮らしは、今始まったところ。これまでとやり方は変えないといけないと

ころもあるが、それをポジティブに捉えて、やっていきたい。鈴木さんとも今日の

話を共有して、シンプルで居心地の良い形ですすめていければとも思っている。

参加者のみなさんより
◉団体の持続可能性、活動の持続可能性がキーワードになると感じた。コロナの中で
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変化がたくさんあるが、変化に緩やかに対応していく、変化を楽しみながら活動を

行っていくということが大事になると感じている。「できる範囲で楽しみながら」が

心に残った。

◉地域の特色をいかした地域ならではのやさしい活動ができたらよいなと思った。畑

は自分たちにとってあまりにも日常的過ぎて、何とも思わなかったが、今日の話か

ら、畑があれば、ネットでなくてもつながれるのではないか。と気づかせてもらった。

◉「なんでベッドタウンではいけないんだろう」というのが自分の暮らしをどうしたい

のかにつながるのだと思った。都市開発を決めた人と今住んでいる人は違う人なん

だと改めて考えた。

◉パラダイムシフト、価値観、社会のあり方、人とのつながり方が変わっていく中で、

自分が何をしたいのか、考える時間になった。普段、学校に12時間いる生活をして

いる。土曜の振替で、代休をとってカフェに行ったら、同じ地域に住むこんな人が

いるのが見えた。「つづく地図」のように地域の見方をずらしてみたい。

◉研修当時を思い出した。集合研修で言葉にならないもどかしさを一緒に感じていた。

学びあいフォーラムでやってきたことがこういうことにつながっているのだ、と改

めて感じた。３人の報告を聞いて、変わること、変わらないことを含めて、重層的

　な見方を実感できたのが嬉しかった。コロナ禍のことについてみなさんと考えて、

自分自身の生き方、暮らしをふりかえった。今までの暮らしを生き直している。大

事なものがそうでなかったり、改めて言語にしてみて、生き直す感覚を実感した。

◉福島さんの「ユギムラ暮らしは流動的」という話。「流動的」という言葉が、ずっと残

っている。地域はそもそも流動的。地球も持続していくためには新陳代謝、変化が

必要。流動的であることが大事。一方で、空中分解してしまうことがある。意味が

あることにつながっていくというところに、学びあいがあると思う。自分ができる

ことから始めてく大事さを実感した一方で、社会の大きな流れとグローバリーゼー

ションで人権がないがしろになっているという問題もある。対抗する学びと、足元

の学びをどう作っていくのかを考えるきっかけになった。

  ７ 今後について
今回も３時間があっという間でした。2016年に学びあいフォーラムに参加してくださ

った方もいて、この数年をふりかえることもできました。これまでの活動や、今の状

況を地域の視点で考え、参加者同士の共有でそれぞれ多くの気づきがありました。ご

協力いただいたみなさま、ありがとうございました。

【参考】
◦学びあいフォーラム「第２回オンライン学びあい」実施報告

　http://platform.dear.or.jp/learning/2183/

◦ユギムラ暮らし　http://platform.dear.or.jp/learning/1257/

◦八王子市民のがっこう「まなび・つなぐ広場」　http://www.gakkou.org/·

※本事業報告は、DEARプラット
フォーム掲載の「学びあいフォーラ
ム『オンライン交流会』実施報告」を
一部修正の上、掲載しています。
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2 0 2 0年度事業報告

・「学びあいフォーラム」オンライン（2月）
日時2021年２月６日（土）13：00～17：00

当日のプログラム
❶　とよなかESDネットワーク（TEN）のお話と、参加者からの質問など
❷　みた農園の三田さんのお話：100ha規模の山林伐採計画
　　（200ha規模のメガソーラー開発事業）への大井地区町内会の反対活動と、

　　参加者からの質問

❸　全体ディスカッション
❹　ふりかえり

学びあいフォーラム事業では、オンライン交流会を実施したり、「オンライ

ン学びあい」（10月と12月）を実施してきました。今回、2020年度の締めく

くりとして、「学びあいフォーラム」を２月６日に実施しました。

「学びあいフォーラム」では、これまで本事業に参加してきた団体が、持続

可能な地域づくりのためにどのような学びあいのプロセスをつくってきか、

地域の変化変容について自身の言葉で語っていただき、聞きあうことを目

的に実施しました。

ゲストには、とよなかESDネットワーク（TEN）から、上村 有里さん、小

池繁子さん、森由香さん、正阿彌崇子さん、をお招きし、みた農園から三

田善雄さんをお招きしました。

ゲスト、スタッフを含む30名が集まり、これまでに学びあいフォーラム事

業に参加した団体の皆さん、各地で持続可能な地域づくりに取り組む皆さ

んや、DEARの理事なども参加しました。

＜報告＞

  １ とよなかESDネットワーク（TEN）のお話：
 「協働の文化」づくりについて　（森さん、上村さん）

豊中市と「協働の文化づくり事業」
豊中市は、大阪市のベッドタウンで、人口約40万人ほどで、「住みたいまちランキング」

「住みやすいまちランキング」上位に入っており、医療、福祉、子育て（待機児童が少な

い）、教育、交通機関などが充実している。しかし一方で、生活保護受給率も高く、住

みやすさどころか、生きづらさを感じている人もいる。

そこで、TENでは、ESDを推進しながら、協働をすすめていくためのプラットホーム

となる団体として、誰もが自分らしく生きることができるような、持続可能な社会づ

くりを目指している。

「協働の文化づくり事業」とは、豊中市に既存の「協働事業市民提案制度」を

使った事業で、市民側から提案をし、行政側の担当課が決められて、進め

ていくものである。「協働」について、過去の協働事例や現状の制度につい

て検討を行うことにより、「協働」のあり方を検討し、あわせて、市民と行

政が「協働」について学べる場を提供することにより豊中市において協働が

文化として根付くことを目的としている。

行政と市民との「協働」
→協働していることになっているけど···

「協働の文化づくり事業」を提案した背景としては、「協働事業市民提案制度」

はあるが、実際には成案化する事業が少なく、制度として見直しが必要と

いうことが見えてきた。

なぜ、制度が利用されないのか？募集から事業実施まで１年以上かかり、説明や意見

交換会など、事業提案前にも時間的拘束がある。そもそもどういった制度なのか市民

と行政の双方で理解されていないこともあり、制度があっても利用しにくい状況にな

っている。説明会には多くの団体が参加するが、提案に至るまでが少ない。これでは

もったいないのでは？と考え、平成29年度にTENが申し込み、平成30年度から事業を

開始した。

協働して「協働の文化」をつくろう！
協働の文化をどう作っていくか？といったときに、まずは、共通認識・共

通言語をつくるために、共有できていないものの整理から始めた。市民団

体や庁内各部署へのヒアリングとアンケート調査を行った。結果を反映し

て協働のガイドブック「豊中流協働のコトはじめー協働を楽しむ・たしなむ

ー」（無料ダウンロード可）を作成した。

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/npo/katudo/kyodojigyo/

ugoki/kyodo_bunka.files/toyonaka_kyodo_web2020.pdf

現状としては、協働の材料はあるけど、うまくマッチングして動かしてい

くためのスキルやレシピがないという行政の声が挙がってきた。制度その

ものの見直しについては、行政職員側で検討している。引き続きかかわっ

ていくために、TENも提案制度に再エントリーを考えている。

事業にかかわって何が見えてきたのか？
お互いの文化の違い（仕事の進め方、手順の複雑さ、お金の使い方…など）で円滑に進

まなかった。お互いのあたりまえが大分違ったことに苦労した。例えば冊子をつくる

ときでも、デザイン性をよくしようとうすると、デザイン料をどこから出すのか？と

特定非営利活動法人
とよなかESDネットワーク
http://ten.or.jp/
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いうところから行政と揉め、また、TENとしては、パートナーとして考えていたデザ

イナーさんを、行政側では下請けとして考えていた。文化が違うと、一つ一つの前提

が違う。異文化であることを理解したうえでの最善策を見つける折り合いをつける。

文化にするというのはこういうことだと感じた。

「協働の文化」は豊中市におけるESDに
どのような影響を与えているのか？

「単なる協働＝共同ではなくて、文化になるためにはお互いに学びあいが必要」（行政側

の言葉）。積み重ねが文化につながっていく。何かをするときに、協働の文化が広がり

根付くことによって、日々の活動に反映されていくと感じている。持続可能な開発の

ためにどんな学びをしていくか、どういった教育を市民の間や行政との間に根付かせ

ていくか、がキーになる試みだと感じている。

TENの今後の活動に何をもたらすか？
既存の事業に「参加」するというよりも、「参画」することだと感じている。必要だから

一緒に考えましょう！というスタンス。もたらすというよりも基盤となるもの。制度

の見直しで提案しているが、制度の見直しは目的の一部。他者と一緒に、何かを進め

ていくことはベースになる。お互い学びあいながら、気持ちよく協働を進める「文化」

を根付かせていきたい。

学びあいフォーラムからの学び
TENは2016年に「学びあいフォーラム」に参加した。他団体との交流会というイメー

ジで参加したが、実際には「TENがどうありたいか」TENの意思決定のプロセスや企

画はTENが目指す社会の実現に対して適切であるかどうか」などが問われる場だった。

その場では戸惑いや不満の方が大きかったが、振り返ると原因はこちらが学び合いフ

ォーラムの趣旨を理解していなかったことだと思う。

こういったことは協働でもしばしば起きているのではないか。つまり、協働をすすめ

るうえで、前提や思い込みがあると一緒に何かしたいという気持ちがあってもうまく

いかない。分かってくれてあたり前という気持ちがあったりする。

うまくいかなかった時に、どちらかが悪いのではなく、すり合わせをしていくことが

必要。お互い当然異文化なので、理解していかないといけない。協働の文化づくりも、

同じような背景があり、すり合わせが必要。行政と市民のすり合わせが必要。

学びあいフォーラムに参加したことで、団体のよさや目的を共有し、振り返るきっか

けになって、よかった。今年５年後にまた参加させてもらって感謝している。

小池さんのコメント

すり合わせの難しさや、行政と民間の文化の違いをまざまざと見せ詰められた。他

にもいろいろな場面でもある。環境が違う者どうしでやっていくにはどうすればよ

いのか、と考えた３年間だった。

正阿彌さんのコメント

協働はESD。協働に関わる人同士が学びあう状況になるまで到達したときに、協

働の良さが発揮され根付いていく。事業だけでなく、波及効果がある。そこまで分

かってくれる人がいたら、地域は変わっていくのではないかという可能性を感じて

いる。

グループからの質問や意見
その後、グループに分かれて、気づきや学びを共有し、質問したい事などについて話

しました。以下は、参加者からの質問とそれに対する回答です。

◉協働の文化づくりという言葉が印象に残った。協働するということは文化だという

のが発見。文化とは従来、地域で培われてきたものであるが、新たに文化づくりを

するという意味だった。協働の文化づくりの中で、これまで培われてきた社会関係

などはどう接続しているのか、それともまったく新しいものが出来上がっているの

か？人付き合いなど昔ながらのつながりが、スライドした形でこの取り組みにも影

響しているのか、昔ながらの関係がない中で、進められているのか？

→小池さん

豊中は市民活動が盛んで、人が資源であると言われてきた。今の時点で懐疑的な部

分もある。その豊富な人材をどう活かしていくのか、がポイントになる。その人た

ちをうまく必要とされているところに、マッチングするのか、必要な事業や課題に

対して、資源を持っている人をどう結び付けていくか？が協働のだいご味なのでは

ないか。

→上村さん

豊中は、転入出が多い。住みたい町にランキングされている。新住民が多いところ

も見逃せない。いろいろなことができる人が多いのに、つながっていない。人と人

が出会いやすい文化が醸成されていないのでは。昔はつながっていたのは切れてし

まっているのも、再びつなぐことも文化づくりなのではないかと感じている。

◉説明会には参加するが、成案化する件数が少ないということだが、TENが入ったこ

とによって、地固めをしてきた。特に、行政とTENで協働してきたことを、これか

ら新しい団体に対して、どうやって文化にして、広げていくのか。楽しみでもあり、

新たな折り合いやすり合わせが必要であること、TENではない団体がどう思うのか、

ということをグループ内で改めて伺った。

◉協働という言葉が、なじみがなかった。言葉として息づいていることにおどろいた。
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行政が市民活動に寄り添ってすすめるのは珍しい。形はあったが、実際に実践でき

ることになったということをグループ内で話した。行政との苦労を具体的に聞きた

い。この問題にどういうきっかけで気づかれたのか？

◉もともとの原点やモチベーションについて。若者のサポートなどとはどのように関

連させて進めているのか？

→小池さん

市民公益活動推進条例ができたことで、市民活動は行政と協働していきましょう、

という基盤になった。16 ～ 17年前にできた条例なので、仕組み自体がマッチしな

かった。提案に対して、役所自身が既にやっているという理由で不採択となること

が多かった。一緒にやるという考え方に慣れていなかった。当時の市民活動を推進

している人たちからすると、行政は敵。反体制側の人間が体制側と組んでどうする、

という人たちが多かった。そういう団体の人たちは協働には当時は手を挙げなかっ

た。行政からは丸投げの下請けか、行政だけでできるということが多かった。市の

下請けで、専門性が活かされなかったことが多かった。

→正阿彌さん

TENとしても地域をよくしたい、子どもたちに未来を明るく持ってほしいと思った

時に、自分たちだけでやると、一部の人にしか届かない。だから行政と一緒にやる

必要があると感じていた。行政と一緒にやるのは本当に大変だった。このままの協

働のあり方では、課題解決につながる協働にはならないということが、TENのなか

で感じている人もいた。そのなかで、協働提案が出てこない、という話を聞いてこ

のような流れになった。

  ２ みた農園三田さんのお話：
 100ha規模の山林伐採計画
 （200ha規模のメガソーラー開発事業）への
 大井（おおい）地区町内会の反対活動

学びあいフォーラムと三田さんの関係（学びあいコーディネーターの西さんより）

2018年スタディツアーで岡山に10人程度で大井地区訪問。学びあいづくりをどう取

り組んでいるのかを伺いに行った。また、2018年の開発教育全国研究集会のゲストと

して、2019年に「学びあいフォーラム」研修参加者として参加いただいた。

TENの話とは違う印象かもしれない。状況も外から開発問題に住民が否応なしに巻き

込まれている中での学びあいの話をしてもらう。地域の開発がどのような方向に向か

っているのか、そのためのどんな学びあいをつくっていっているのか、について話し

てもらう。

三田さん自身と背景
急遽100haのメガソーラー開発計画が持ち上がった。それに対する反対活動について

の話をする。

大学進学を機に上京し、都内の基礎自治体外郭団体の職員だった。現在は

実家のある岡山で農業をしている。水稲栽培、原木シイタケの栽培、アヒ

ル農法、畜産、農業体験など実施している。源流にはホタル、上流域には

ヤマアカガエルがいる。

こういった地域に、３年半前に急遽メガソーラー開発計画が持ち上がり、

説明会が開かれることになった。開発計画の概要として、開発面積全体は

186ha、推定240億円の事業費。2018年４月から工事の開始、2019年売

電開始の予定であったが、いまだに工事が始まっていない。

開発計画を進めるには、林地開発許可と環境アセスメントを通さないとい

けない。林地開発許可は１haを超える場合、災害の防止、水の確保、水害

の防止、水の確保、環境の保全などの点で精査する必要がある。環境アセ

スメントは、環境にどのような影響を及ぼすのか、事業者が調査・予測し、

評価を公表するもの。地方公共団体から、意見を聞いて保全の観点からよ

りよい事業計画を作る制度であり、止める、禁止するという制度ではない。

太陽光発電施設をめぐり、問題が起きている。資源エネルギー庁の相談窓

口に４年間で600件。９割が太陽光発電に関する。地元の理解を得ないま

ま、事業を進めることへの懸念声が最も多い。

計画について
（参考動画：【特集】住民が大反対！メガソーラー建設になにが？（KSB）：https://

www.youtube.com/watch?v=Qt-OvyxCRIo&feature=emb_logo）

 

2017年７月に説明会、2018年４月工事開始、２年後の11月に売電開始と

いう説明だった。固定価格買取制度（FIT法）の施行により、認定されてから

３年で売電を開始する必要があった。連合町内会として反対の決議がされ、

その流れで、市長に嘆願し、2019年４月に岡山市環境影響評価条例が制定

された。アセスの猶予期間で２年延長され、2022年の売電開始となってい

る。これを過ぎると売電期間の20年が削減されるため企業は損失につなが

る。

環境アセス条例が制定される以前活動では、林地開発許可を認可しないよう、市議会

と県議会に対して陳情を出した。それぞれ市長には県知事にたいして反対と言ってほ

しい、県知事には林地開発許可に賛同しないで欲しいという陳情を出した。市議会に
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は採択されたが、県議会の方は継続審議になった。

2018年の７月に西日本豪雨が発生した。川の上流域での大規模開発に対して地域全体

がセンシティブになったこともあり、県議会への陳情も採択された。同年の11月議会

での県知事の答弁では、開発の技術指針の見直しや、太陽光発電施設の設置禁止区域

を定める条例、太陽光発電事業のはアセスへの再入などへの言及があった。現在、４

万Kw以上の太陽光の場合は国が環境アセスを実施することになっており、主管が経産

省になっている。

音沙汰がしばらくなかった事業者から2020年の８月に、環境アセスメントをやるとい

う電話が急に町内会長にかかってきた。これにより、コロナ禍で活動できていなかっ

た定例会も急遽復活し、情報収取し、行政関係のための陳情の準備を始めた。環境ア

セスメントや、開発許可が出た場合、住民から意見を出す機会があるので、そのため

催、フィールドワークの実施、学びあいフォーラムメンバー等の視察受入、講師派遣

なども実施し、3年半で多様な経験を重ねてきている。

経験の蓄積を今後の地域づくりにどう活かしていくのか
外の目を通して、地域住民が活動をふりかえるのが大事。３年半の間に外の目に触れ

る機会があった。学びあいフォーラムメンバーが訪問して、2018年パーム油のワーク

ショップを実施。全研でのプレゼンや資料作成は省察の機会にもなった。

2018年に12月に、学びあいフォーラムメンバーによる視察。フィールドワークやハ

ウスでのワークショップ、コンパス分析のふりかえりを実施した。2019年11月には、

の勉強会を実施している。

事業者には住民説明会を丁寧に実施してほしいと伝えている。既存の制度

に評価項目はあるが、そこに近隣地域への不安の感情に応えるような項目

はない。定められた指標だけでなく、声や気持ちに耳を傾けてほしい。

反対活動の経緯
事業者の説明会があってから近隣住民の初動が早かったこともあり、連合

町内会長が中心に地域全体で反対活動を実施することになった。この活動

は市長への陳情（環境アセスの設置）につながったが、中核を担ってきた数

名（70代）が疲弊。報告会で、その現状を危惧した若手のメンバーが合流し、

情報整理や発信もできるようになってきた。活動も全国紙へ掲載され地域

でも注目を集めるようにあり、署名を集めて関係各所への陳情にもつなが

った。

2018年に西日本豪雨が発生したインパクトが大きかった。ただ計画に対し

て反対活動をすればいいのではなく、災害、防災、地域の課題を向き合う

ことが大事という話が出てきた。同年12月には里山活性化研究会に名前も

変更した。活動も多様に展開していくようになった。　

里山活動研究会の活動
定例会は延べ65回、1300時間。議論のテーマは反対活動以外に、再エネ、

生物多様性、地域の開発、気候変動、地域交通、地域教育なども。情報発

信、活動報告、HPの作成、発信もしている。

署名活動をイベントでの実施、8381筆集めた。地区の９割の世帯にも署名

をもらった。議会への陳情をし政治参加の経験も重ねている。勉強会の主

シャプラニールの全国キャラバンを受入、地域減災、防災、地域について、

里活研のメンバーと意見交換をした。機関誌への寄稿や、今回の発表も重

要なふりかえりの機会となっている。

こうした経験の蓄積を「学びあい」としてとらえ直してみたり、その場を形

作っている活動を「コーディネート」としてとらえ直したり、また、これら

の視点あわせながら活動全体を見つめ直す「ふりかえり」が有用だと感じて

いる。里活研のメンバーとのふりかえりや、個人的なふりかえりの機会も、

地域の活動をふりかえりこれからのことを考えるのに役立っている。

里活研とのメンバーとのふりかえり
『地域が地域を物語る』（全４回）という勉強会の形で「ふりかえり」を実施している。20

21年１月に実施したフィールドワークでは、災害の歴史や生き物について話を聞いた。

２月には、かつて岡山市の自然公園計画があった場所に、専門家を招きフィールドワ

ークを実施し、午後には植物と防災、地域の防災事業の歴史などをテーマに講演会を

行う予定。

個人的のふりかえりと文化的反抗
機関誌の執筆を通じて、なぜこんな状態が起きているのか。なぜ地域の不安の声が届

かないのか。どうしたらいいのかを考えた。この課題意識とこれまでの経験とがマッ

チしたのは、ロジャー・ハートの文章。

開発から取り残される当事者の体験やその声は、環境アセスメントのよう

な科学的な手法では顕在化しにくく、評価の対象になりにくい。それは地

域の直面する開発計画が、土地の特質や文化習慣など全く知らない遠くの

人の手で、決まってしまっている現状にも要因があると考える。そして、

自分自身を含めた、その土地に住む人その人自身もまた、その土地や文化

習慣を知らない「遠くの人」になっていはいないかとも感じている。

どうしていったらいいのか。ある矛盾を感じている。事業者や投資家は、

大井地区聯合町内会
里山活性化研究会
https://satokatsuo2i.net/
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再生エネ事業の推進を通して、持続可能な開発に貢献していることを本気

で言っている。一方で、地元には、生活環境の持続可能性をのぞむ不安の

声がある。後者の声は、前者の事業計画からは排除されてしまっている現

状があり、そこある持続可能性が持続可能性を排除するという構造に矛盾

を感じている。そしてその矛盾の要因は、目的合理性とういう思考形式自

体が孕んでいると感じており、それを問題化したり、相対化する軸足を持

っていく必要があると考えている。それはロジャーハートの言う「文化的反

抗」なのかもしれない。

「文化的反抗」とは、「精神的で、直観的、魔術的」なもの？「文化的反抗」とし

たいとも言っている。自分自身が色んな人とのつながりがあるので、そこにメガ

ソーラーを持ち込んで、多様な合意形成の契機を摸索してもいる。

→地元で山仕事を教わっている師匠たちは、狩猟で猪を取ると、連れて行った犬も

一緒に、肉を均等に分けていた。2019年に参加した学びあいの入門セミナーでは、

参加者の研究しているある地域の先住民族が、狩猟して取った人はその肉をもら

わず、コミュニティの人に分けるという話も聞いた。そういう文化性があること

を知った。こういった文字になりづらい事柄に目を向けながら、地域に息づいて

いることを見つけ足場にしていきたい。

◉今の活動の今後について改めて聞きたい。教育や地域の資源を結びつけることがか

なめになるのでは？

→資源や教育リソースは大事。里活研の町内会の活動だけではなく、小学校の受け

入れ、公民館での講師、岡山市のESD活動を中核的に牽引して来た方に講師に来

ていただいたり、岡山市の各教育文化行政と連携もしている。そういった連携の

中で、学びあいの場を企画をしている。ネットワークを作りながら、学びあいな

　がら、そこを足場にしつつ、活動を進めていきたい。現在の地域課題としては、

認定こども園の新設や地域公共交通の維持などもあり、それについても話し合う

場にしていきたい。

◉文化的反抗としての学びあい。誰とどんな風に、どう学びをつくっていくのか。イ

メージがあれば。これまでの学びあいの仕方で、それだというものがあれば。

→持続可能性という言葉を目的にした瞬間に、排除しないといけないものが出てく

る。排除されるものの中にも持続可能性がある。持続可能性にも質の違いがある。

目標に向かって合理的に進める中でそこに入らないものがたくさんある。それを

前提に相互補完的な持続可能性を多様に手会していくのか？根本的に相対化して

いくオルタナティブ価値を想像していくのか？それ自体を目標にした瞬間、色ん

なものを取り残してしまうという矛盾ははらみながらも、自身のよって立つ位置

や価値を認識しつつ。一つの足場として学びあいをつくっていくのが大切なので

は。

◉ソーラーパネルの寿命は？

→パネルによって寿命は違うが、20年以上あるのではないか。まだわかっていない。

パネルの廃棄について問題になっている。放置されているものがあり、問題にな

っているし、今後はさらに問題が拡大していくと感じる。

ての「学びあい」とは？地域・個人の省察が重なり合う場で、地域が地域を物語ったり、

文化的反抗について語り合ったり学びあったりする場を作っていければと思っている。

グループからの質問や意見
三田さんのお話の後、グループに分かれて、気づきや学びを共有し、質問したい事な

どについて話しました。以下は、参加者からの質問とそれに対する回答です。

◉活動を進める中で、色んなメンバーがいる中で、どうやって合意形成をとっていた

のか？

◉女性のメンバーがいるのか？関わり方は？持続可能性の矛盾が難しい。具体的なこ

とを含めて話してほしい。

◉世代の年齢差がある。若い人をどう巻き込んだのか、活動自体地域の人をどう巻き

込んでいるのか。

三田さん

→連合町内会の里活研のメンバーを今回は紹介した。夜の会議は男性が出るのがま

だまだ一般的。ただ、男性だけが活動しているのではなく、婦人会、JA婦人部な

どもある。女性が中心になっているグループや、地域で役割を兼任している女性

もいる。色んなグループ、立場の人とできるだけコミュニケーションを取るよう

にしている。

　　地域内には、興味がない人、反対の人もいるはず。総意ではないが、合意形成

の形としては、連合町内会、単位町内会会長が集まるという形で、合意形成をし

ていくことは重要視している。消防団、公民館、校長などいろんな人と情報共有

しながら、都度都度合意形成しながら進めているが、その中でも情報がいってい

ない、関心がない、という人もいるはずで、一人ひとりとはコミュニケーション

が取れていないこともある。

→地域だと、通常顔を合わせるのは70代以上の方。休みに地域活動に顔を出す若い

人はいない。若い人をどうやって参加してもらうのかは課題である。次回のフィ

ールドワークに20代の方が参加する。ぜひ参加してほしいと声をかけた。色んな

世代に地域をもっと知ってもらいたい。それぞれの世帯には守ってきた土地を子

どもに引き継ぐという課題もあり、こういう機会をチャンスとして使ってもらい

  ３ 全体ディスカッション
参加者から出された質問を、コーディネーターで集約し、以下の二つの質問について、

TENの皆さんと三田さんにお話しいただきました。
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①協働の文化づくりや持続可能性という言葉の中から、こぼれてくることや人をどこ

まで包摂できるのか、言葉に関する認識のずれから生じる排他性についてどう考える

か？

②メンバーや地域の方々の考え方や価値観がどのように変化していると思いますか？

①協働の文化づくりや持続可能性という言葉の中から、
　こぼれてくることや人をどこまで包摂できるのか、
　言葉に関する認識のずれから生じる排他性についてどう考えるか？
上村さん：現場に近く動くということ。仕組みを作っていく中で話し合う人だけでは

なく、アクターを増やし、入り込んでいくこと。入っていくことでしか分からない

こともある。そこで丁寧にすり合わせること。

小池さん：TENではいろいろな活動や課題への取り組みを地域で行っている。協働の

文化づくり以外にも、団体がどれだけ課題を拾って動けるのかが難しい。行政も市

民の課題を拾い上げるのが役割だが、拾いきれないので、分担して拾っていかない

といけないと思う。そのために複数の団体と関わること。

正阿彌さん：「持続可能な社会」はこれだと定義づけ、事例を挙げることにより、こぼ

れ落ちる人は出てくると思う。言葉は生き物。定義づけや事例で挙げられたもの言

葉が完成系ではないと思うことが重要。みんなで作っていく、柔軟なものであり、

変更や修正を常にしていくもの。

佐藤さん：行政と同じ言語になってしまうことへの弊害はあるのか？（参加者からの質

問）

上村さん：協働という言葉は使わず、文化になることが目指すところ。

小池さん：探していたのが共通言語だった。多文化共生でもそう。お互いの言葉や文

化を大切にしないといけないが、まったく同じ言葉になってしまうと弊害になる。

そこは意識して気を付けてやって行かないといけない。

上村さん：協働は「今日、どう？」しようと言っていた（笑）

森さん：協働は同じ言語というより、怖くないんだよ、違う文化を持っているけど、

協働できるということ分かればよい。協働の文化づくりという表現をしているが、

辞書をつくりたいわけではないので、まあ、やってみようよ、と感じることが協働

の始まり。

佐藤さん：三田さん、持続可能性を共通言語で話すことの認識のずれなどあるか。

三田さん：思い出した体験があった。学生時代にパウロフレイレを学んでいた時に、

寿町の識字教室に連れて行ってもらった。その識字教室を主催されていた方が「教室

に通われる生徒さんが人生で初めて文字したものを目前に、僕自身が学校教育で積

み上げてきた価値観が音を立てて崩れるという経験をした」とお話されたのが印象的

だった。言語化されないできた蓄積のなかに、生きていくために大切なモノを感じ

とれる機会、それを求めていく姿勢が大事だと感じている。こぼれ落ちる人はたく

さんいる。自分自身もこぼれ落ちる経験をしてみて、そういう中に入れない人たち、

そして自分自身にもいかに寄り添うか、その眼差しを大切にしたい。

②今までの活動に関わってきた人たち、の変化変容、
　自分自身の気づき、変化を教えてください。
上村さん：行政職員が変わってきているというのは感じている。先日の会議では、僕

たち協働ネィティブ世代だという声が職員から出てきている。一方でまだまだ変化

が必要で、変化をしないといけない、ということもある。協働のためには学びあい

が必要であるという声が行政職員からあり、その学びあいには市民や大学の先生が

いて、行政職員以外の人がいる必要があるという声は大きな変化。

森さん：TENの活動の中で「とよなか地域創生塾」という、いわゆる市民大学の手伝い

をしている。コロナ禍によりイベントができないことが多く、絶望を感じたりや継

続したことが分断されてしまうということが多かった。「とよなか地域創生塾」はな

んとか実施できたが、参加していた塾生はコロナのせいでできなかったことを言わ

ずに、来年度何をするかをポジティブに考えていた。比較的、前向きに学ぼうとい

う姿勢がある人が多いことに感動した。一方で、こぼれ落ちてしまう人、情報機器

を持っていない人、そういう人たちを学習機会の保障教育という面でどうしていく

か考えていかないといけない。

小池さん：学ぶことを積極的に楽しんでやっていることを感じた。その意欲をそぐも

延ばすも組織の上の人次第というのもある。最大限に力を発揮できるよう、できる

ことから何かやっていくこと。若い行政職員が思い込み過ぎないことが重要。そう

じゃないよ、ということを気づいてもらえればよい。市民の声が怖かったり、上司

に承認されない板挟みで悩むケースがある。

上村さん：思い込みは自分たちもそうである。思い込みは凶器にもなることを実感し

ている。

正阿彌さん：結婚、出産をしている人で、結婚や出産前から市民活動をしていて、そ

の後も活動を継続している人は少ない。結婚や出産をしてもできるような活動を考

えていかないと、結婚、出産同世代の人の地域活動への参加は難しいのでは。同級

生には「ボランティアは年がいってからでしょ」と言われてしまう。その上でさらに

協働ということが考えていくことは、難しい。ライフスタイルが変わっても、地域

活動に参加できる状態をつくることで、多様なが地域活動や協働に参加できる。地

域活動や協働がより、多様な人の視点で考えられるようになってほしい。

三田さん：地域の時間、人が持っている時間それぞれ平等。学びあいは常に起こって

いる。そこにある学びあいの時間の質はどうか？ということもある。自分の地域で

はピンチが起きて、それをチャンスにどう変えるのかずっと悩んでいる。例えば連

合町内会のある部会の定例会として1300時間・人を持てたのも、地域全体の変化で、

このまま消えていく可能性もあるが、そこはとても大きいこと。それは参加してい

る人がみんな感じていると思う。フィールドワークに、様々な人が関わるようにな

った。連合町内会長が、自分が責任をもってやっていくということを言っていた。

地域から遠くなっていた地域の人が地域と向き合い、新しい取り組み始めているこ

とも大きい。



38　持続可能な社会・地域づくりのための学びあいフォーラム2020（DEAR） 持続可能な社会・地域づくりのための学びあいフォーラム2020（DEAR）　39

※本事業報告は、DEARプラット
フォーム掲載の「学びあいフォーラ
ム『オンライン交流会』実施報告」を
一部修正の上、掲載しています。

持続可能な
地域づくりのための
 「学びあい」実践事例

学びあいフォーラムでは、2019年に「DEARプラット

フォーム」内（http://platform.dear.or.jp）に「学びあいフ

ォーラム」ブログを開設しました。主に、学びあいフォ

ーラムにこれまでに参加した各地の方々から地域での

実践報告をしていただいたり、学びあいフォーラムで

実施したセミナーなどの実施報告をしたりしています。

ここでは、それらのブログ記事のうち、各団体さん

よりご報告いただいた、地域づくりを後押しする学び

あいの実践報告を掲載します。

公開日 タイトル 執筆者・団体
2019/6/12 学びあいフォーラムとは
2019/6/12 持続可能な社会・地域づくりのための学びあいフォーラム報告書　（2016年度）
2019/6/12 持続可能な社会・地域づくりのための学びあいフォーラム報告書　（2017年度）
2019/6/12 持続可能な社会・地域づくりのための学びあいフォーラム報告書　（2018年度）
2019/8/19 「学びあいフォーラム」事業担当ボランティア募集！
2019/11/8 持続可能な地域づくりのための「学びあい」ハンドブック～コーディネートとそのふりかえり
2019/12/３ 『「地域・学びあい・入門セミナー」～地域活動をふりかえり、学びあい、深め合う２日間』を実施
2020/2/25 持続可能な地域づくりのための「学びあい」実践事例①：カンボジアの教育をみんなで一緒に考える IVYyouth
2020/3/3 持続可能な地域づくりのための「学びあい」実践事例②：「上映会」報告と次回イベントへむけて ヒメヒコ小郡

2020/3/10 持続可能な地域づくりのための「学びあい」実践事例③：小さな村の…大きな学び!?① 
第1回大井地区国際防災会議 みた農園　三田善雄

2020/3/10 持続可能な地域づくりのための「学びあい」実践事例④：小さな村の…大きな学び!?② 
地域の開発問題と防災意識の高まり みた農園　三田善雄

2020/3/30 持続可能な地域づくりのための「学びあい」実践事例⑤：小さな村の…大きな学び!?③ 
～国際防災会議の「ふりかえり」と「田んぼde哲学」プログラム みた農園　三田善雄

2020/3/30 持続可能な地域づくりのための「学びあい」実践事例⑥：小さな村の…大きな学び!?④ 
～「学びあい」のスイッチ！とその後の活動 みた農園　三田善雄

2020/4/14 持続可能な社会・地域づくりのための 学びあいフォーラム2019　
「持続可能な開発を促進する教育・学習」コーディネーター研修事業報告

2020/5/11 持続可能な地域づくりのための「学びあい」実践事例⑦ 
みんなで考える持続可能な暮らし～ユギムラ暮らし～ ユギムラ暮らし

2020/6/15 持続可能な地域づくりのための「学びあい」実践事例⑧ 
「『地域・学びあい・入門セミナー』フォローアップ訪問」

漁師の暮らし体験宿ふくの木・
遊漁船さかなのもり　中島遼

2020/7/8 学びあいフォーラム「オンライン交流会」実施報告

2020/11/11 持続可能な地域づくりのための「学びあい」実践事例⑨ 
「屋久島の観光業の持続とオンラインイベントの可能性」

漁師の暮らし体験宿ふくの木・
遊漁船さかなのもり　中島遼

2020/11/11 学びあいフォーラム「オンライン学びあい」実施報告

2020/11/30 実践事例⑩ 「持続可能な地域づくりのための地域資源
『見える化』ウォーク」と「マップ作りを通して変化した、まちの見え方・暮らし方」～コロナを経てふりかえる」

八王子市民のがっこう
「まなび・つなぐ広場」

2021/1/13 学びあいフォーラム「第２回オンライン学びあい」実施報告
2021/3/９ 2/6（土）「学びあいフォーラム」オンライン 実施報告

2021/3/12 実践事例⑪ 学びあいフォーラム、その後 にいがたNGOネットワーク
国際教育研究会（RING）

  ４ 全体会（ふりかえり）
今日の学び、気づき、考えたことをグループに分かれて話した後、数名に全体共有し

てもらいました。

◉二つの話で共通しているのは、学びのあり方。行政も目的合理性からしたら、地域

の話を聞かない方が早い。お互いに変化して、新しいものが生まれる、という教育

を受けてきていないので、ひずみが出てきていると感じた。学び方を今後も深めて

いきたい。ソーラー開発してほしくない、山の管理、地主が売らないで、地域全体

で管理できるような、守れるような仕組みが社会でできたらいい。

◉質問は、行政と市民の関係を聞いていると、住民に働きかけるところが、自発性に

任せられているのか？市民との協働の研修、整備されていないのか？自分もメガソ

ーラー設置の当事者。いつの間にか着工していた。足守地区のアイデンティティ、

アピールポイントがあるから、反対運動を成し遂げられるのか？でも同時に、そう

ではなく、山里を売ってしまうほど、着目していなかったが、開発の中で地域を再

発見していったのか？

→コロナでなかったら、研修をしている。行政から市民に出す、というのも制度と

して存在している。

→課題があって、地域のことを捉え直す人が増えた。地域にある物語を再発見して、

関わる人が物語っていくプロセスを一緒に作っている。そういう活動自体もアピ

ールポイントになるかもしれないと考えている。

二つの課題提起をきっかけに、地域の協働の文化づくりや、持続可能な地域づくり、

そのためのプロセスや学びあいについて深く考えることができました。参加者も自分

自身の地域の課題や取り組みを振り返る契機にもなり、とても貴重な時間でした。ゲ

ストの皆様ありがとうございました。

【参考】
◦２／６（土）「学びあいフォーラム」オンライン　実施報告

　http://platform.dear.or.jp/learning/2379/

◦三田善雄（2020）「気候変動対策と持続可能な地域づくり」

　『開発教育67号』DEAR、44-49頁
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持続可能な地域づくりのための「学びあい」実践事例

カンボジアの教育をみんなで一緒に考える
（IVYyouth）

2019年9月14日（土）～15日（日）にかけて実施された、「地域・学びあい・入門セミナー」。

ここに参加したいくつかの団体さんから、

その後地域でどのような活動をしているのかについてご報告いただきました。

今後それらを数回に分けて、ご紹介していきます。

1回目の今回は、IVYyouthさん（山形県）です。

IVYyouthの活動
IVYyouthはカンボジアで算数教育支援、国内では国際理解

活動を行なっています。私たちが行っている活動は地域の

人たち（ここでいう地域は、カンボジアにおける活動地を指

します。以下同じ）をはじめたくさんの人の協力が必要で、

地域の人とより連携して活動をするにはどうしたら良いか

を学ぶために、このセミナーに参加しました。

カンボジアの算数教育支援事業は、留年者を減らすことを

目標に活動をしています。カンボジアでは留年が珍しくな

く、留年がもたらすデメリットを知らずに、学力不振など

で簡単に留年してしまう子供が少なくありません。

私たちが支援を行なっているコンポントム州は24州ある中

なかで５番目に留年率が高い地域です。そこで、子供たち

に対しての支援だけではなく、先生や親、地域の人たちに

も留年へのデメリットを知ってもらい、危機感を持っても

らうことが必要であると考えました。

セミナーに参加してみて
そこで10月６日、セミナーに参加した３人と参加しなかっ

たメンバー８人とで、今後先生や親たちにどのような働き

かけが必要かを話し合いました。

すると、「家庭訪問をして親と会って、子供の成績について

どう考えているか聞き取りを行う」、「留年に対して悪いイ

また、地域づくりだけでなく団体内における話し合いの仕

方も学ぶことができ、セミナー前に比べより話し合いが活

発で、少数の意見なども考慮した結論を出せるようになっ

たと感じています。

地域づくりの実践はこれからになりますが、セミナーで学

んだことを元に、より地域の人たちを巻き込んだ活動にし

て行きたいと思います。

【参考】
◦DEARプラットフォーム「持続可能な地域づくりのための

　「学びあい」実践事例①：カンボジアの教育をみんなで一

　緒に考える（IVYyouth）」http://platform.dear.or.jp/

learning/1105/

◦IVYyouth　http://ivyivy.org/act/youth/

利用して、セミナーの内容を共有しました。実際に行って

みたのは、社会関係図とアクションプランの作成です。

社会関係図を作ったことで、自分たちと関わりのある人た

ちが明確になりました。そこから、まだ関わりを持ててい

ない人たち、これから連携して行きたい組織、これまで関

係が薄かったけれど今後関係を強化したい人たちなどが出

てきました。

同じコンポントム州で、活動している学生団体・教員育成

の支援を行っている団体（いずれも日本の団体）があるのに

関わりがありません。そのため、これらの人たちと新しい

関係を作り情報を共有し、連携を図っていくことも、目標

の一つとなりました。

アクションプランでは、次の渡航および渡航までの活動計

画を作成しました。ハンドブックに沿って、自分たちの目

標を明確にしたことで、家庭訪問や他の団体との関係づく

りなど、やらなければならないアクションを策定すること

が容易になりました。また、多くのメンバーとプランを作

ることで、自分たちがやらなければいけないことを自覚し、

各自が目的と目標を再確認することができました。

おわりに
地域・学び合いセミナーに参加したことで、自分たちの活

動が地域とどれだけ関わっているかが明らかになり、まだ

まだ地域との関わりは薄く、これからさらに深めていく必

要があることがわかりました。

メージを持っていない先生もいる

ため、留年への危機感を維持して

もらうために、支援校の先生とユ

ースでミーティングを開くのはど

うか」など、いろいろな意見が出て

きました。

実は内容的にはこれまでも議論さ

れてきたことなのですが、実践が

十分にはされてこなかったので、

現在は次の渡航でそれらを実践す

るために準備を進めています。

セミナーに参加していないメンバ

ーとは「学びあいハンドブック」を

※本稿は、DEARプラットフォーム掲載のブログ「持続可能な地域づくりの
ための『学びあい』実践事例①：カンボジアの教育をみんなで一緒に考える

（IVYyouth）」を一部修正の上、掲載しています。内容は掲載された2020年
２月の時点の状況であり、現在コロナの影響で活動内容に変更が生じてい
ることをご了承ください。
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持続可能な地域づくりのための「学びあい」実践事例

・「上映会」報告と次回イベントへむけて
（ヒメヒコ小郡）

2019年9月14日（土）～15日（日）にかけて実施された、

「地域・学びあい・入門セミナー」に参加した団体が、

その後、地域でどのような活動をしているのかご報告いただいています。

２回目の今回は、ヒメヒコ小郡さん（福岡県）です。

ヒメヒコ小郡（おごおり）の活動
９月14、15日に「地域・学びあい・入門セミナー」に参加し

て、たくさんの気づきや学びを得ました。

ヒメヒコ小郡は昨年６月、主に小郡市在住の女性たち数名

で軽い女子会的な集まりから発生したグループです。メン

バーの中には、地元で100年続く養蜂家の４代目、有機無

農薬野菜農家、地域おこし協力隊など、様々な顔ぶれがい

ます。私たちの共通の興味は「持続可能な循環社会」でした。

そこで私たちの住む小郡市をオーガニックタウンにしよう

！というビジョンを掲げ、活動を開始しました。

オーガニックタウンの基盤となる農を考えるうえで、種子

法、種苗法がどのような影響を与えるのかが、誰しも気に

なるところでした。そこでまずは種子法について学ぶため

に、勉強会を開き、続けていました。

セミナーに参加してみて：
上映会の実施
セミナーで出会った参加団体の方から、過去の活動や体験

などのお話を聞いた中で、「勉強会をすることは大切」と言

われました。グループのメンバーが共に学び、情報を共有

することは、活動を続ける潤滑油となるのではないかと始

めた勉強会は、やはり良かったのだと思いました。

勉強会を続けるうちに、私たちが口にする食べ物について、

を頂いたことも、自信になりました。

結果、50名以上の参加者があり、小郡市長さんも来て下さ

り、共感を頂きました。私たちの活動を見守りつつ、必要

なサポートをして頂ける関係性を大事にしたいと思います。

また、地域起こし協力隊からも取材に来ていただきました。

参加者の反応はとても良く、遺伝子組換え食品について知

らなかったという驚きの声や、日頃食べていたものを見直

したい、家族や友人にも伝えたい、自分に出来ることを考

えたい、と参加者の意識変化を充分にもたらすことが出来

たのではないかと思います。

また、私たちの活動に賛同する方もおられ、自分も行動し

たいと、グループに入って下さる方もおられ、人が人を呼

んで、つながり、少しずつうねりを見せています。

もっと多くの人に知ってもらおう

という主旨で、「オーガニックって

なあに？」と題して遺伝子組み換え

作物、食品についての上映会を企

画しました。一部が上映会、二部

は地元の有機農家による講演会と

しました。また、地元有機農家さ

んたちの生産物を使った軽食やド

リンクも提供し、参加者の方々に

楽しんでいただくことにしました。

この企画を11月に控えての９月の

セミナー参加でした。上映会の内

容や主旨について、セミナーで関

わって下さった方々からも好反応
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おわりに：次回イベントへ向けて
今年、最初の活動は４月26日のれんげフェスタです。

メンバーの中の養蜂家が立案したイベントで、田園地帯の

小郡市をれんげいっぱいにしようという企画です。セミナ

ーで、小郡市の魅力を話したところ、多くの方に「素敵なと

ころですね」と言われ、自分自身が実は驚いたのです。

小郡市の南北を流れる宝満川。その周りに広がる田園風景

はのどかで美しく、それでいて都会とのアクセスのよい町。

その田園地帯がれんげの花のピンクに染まり、それを眺め

ながら宝満川の土手をサイクリングしたり、れんげ畑で花

摘みをして、れんげを編んだり、ハチミツのスイーツを食

べたりしたら、どんなに楽しいだろう？と私の頭の中で絵

が描けました。これもあのセミナーがあったからだと思い

ます。地域の魅力の発見につながりました。

れんげフェスタでは、れんげ畑をテーマに、れんげの緑肥

で栽培されたお米「恋華米（れんげまい）」の紹介と、その「恋

華米」を小郡市のふるさと納税の返礼品にと考えています。

また、会場となるれんげ畑は、イオンと近接しているため、

イオンも協力的です。店内の一部、駐車場の提供などをし

ていただき、今年を皮切りに、来年からはイオンとも提携

してフェスタを毎年続けて行きたいと思っています。ミツ

バチの蜜源となるれんげ畑で、「蜂育」というワークショッ

プをし、農薬とハチの関係、生態系の中の命のつながりを

知っていただきたいと思います。そして小郡市が安心して

暮らせるオーガニックタウンになることを多くの人に呼び

かけたいと思っています。

また、今後は「学校給食をオーガニックに」という働きかけ

をしていくつもりです。れんげフェスタでは、そのための

講演会の案内チラシを配り、周知を図りたいです。イオン

は小郡市では最も人の集まるショッピングモールなので、

効果を期待しています。そして、私たちの方からは消費者

の声を届け、イオンがオーガニック商品を増やしてくれる

ことを望みます。販路があれば、オーガニックに転向する

地元生産者が増えると思います。

９月のセミナーに参加したおかげで、立ち上げたばかりの

ヒメヒコ小郡の存在を、全国あちこちの方に知っていただ

くことが出来ました。活動を見守って下さっている人たち

がいるというのは、やはり励みになります。

今年はこんなこと出来たよ！と、皆様にお伝えできるよう、

日々精進したいと思います。

【参考情報】
◦市長ブログ：11月3日（土）食を楽しみ、考える秋の日で

　した

　https://www.city.ogori.fukuoka.jp/blog/blog/113-1

◦地域おこし協力によるレポート：ヒメヒコ小郡がトーク、

　オーガニックの機運を高める、目指すべき未来を考える

　https://www.facebook.com/ogoricitykyoryokutai/

posts/1173172896210474

【参考】
◦「持続可能な地域づくりのための「学びあい」実践事例②：

　「上映会」報告と次回イベントへむけて（ヒメヒコ小郡）」

　http://platform.dear.or.jp/learning/1149/

※本稿は、DEARプラットフォーム掲載のブログ「持続可能な地域づくりの
ための『学びあい』実践事例②：「上映会」報告と次回イベントへむけて（ヒメ
ヒコ小郡）」を一部修正の上、掲載しています。内容は掲載された2020年３
月の時点の状況であり、現在コロナの影響で活動内容に変更が生じている
ことをご了承ください。
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持続可能な地域づくりのための「学びあい」実践事例

小さな村の…大きな学び!?
①第１回大井地区国際防災会議
（みた農園　三田善雄）

小さな村の…大きな学び!?①
～第1回大井地区国際防災会議～
これから、昨年11月に岡山市の大井地区で行なわれた、国

際協力NGOと地元町内会組織との小さな国際会議について、

４回にわけてお伝えさせていただきます。会議のテーマは

地域の防災・減災・縮災です。初回は「会議の概要」につい

てご報告します。

会議は、第１回大井地区国際防災会議～「One River, One 

Community」・地域災害文化の構築に向けて～と題して、20

19年11月２日（土）9:45 ～ 11:10、岡山市北区の足守公民

館で実施しました。

プ場オーナー、公民館職員、自治体職員など13名が参加し

ました。

合い言葉は…
One River, One Community
冒頭、小松事務局長より、2016年よりサポートされている

ネパールのチトワン郡マディ市を流れるバンダルムレ川流

域での地域防災活動について、ご報告いただきました。

バンダルムレ川は全長10km、川幅は平均で30m、流域には

８つのコミュニティがあり、約1000世帯7000人の生活が

あります。毎年のように洪水が発生するこの土地で、本当

に「災害に強い地域づくり」をしていくためにはどうしたら

いいのか？８つのコミュニティそれぞれで、コミュニティ

災害管理委員会が結成され活動について定期的な話し合い

がもたれます。さらにそれぞれのコミュニティの代表が集

まり、この川全体をひとつのコミュニティと捉え、どこに

どのような対策を行えばコミュニティ全体の被害を軽減で

きるのかを考えました。日本からは専門家も派遣され現地

調査を踏まえたアドバイスも実施。平行して各コミュニテ

ィでの丁寧な聞取り調査も行なわれました。

最初は「シャプラニールは話を聞くだけで何もしてくれない

ではないか」という意見もあったり、川の拡幅工事のために

必用な地主さんとの土地提供交渉にご苦労されたりと、な

かなか活動がうまく進まない時期もあったそうです。

ただ粘り強い丁寧なコミュニケーションを通して、地域住

民のみなさんのシャプラニールの実施する地域防災活動へ

の理解も深まります。そして例えば、村の人たちで集まり、

以前の水害の経験を話しあいながら、危険箇所をみんなの

手で地面に下書きをして、ハザードマップを作成したり。

河川の拡幅工事で新設された土堤を補強するための蛇籠づ

くりに、工事関係者だけでなく地域住民も参加したり。あ

るいは地域の学校で防災学習プログラムを実施したりと、

コミュニティ災害管理委員会で議論された河川全域を包括

的にとらえた防災活動計画に、地域住民が主体的に参加す

る地域防災・減災活動がいくつも産み出されます。

限られた時間の中でたくさんの制約はあったと思いますが、

「One River, One Community」を合い言葉に流域全域で重ね

られた丁寧なコミュニケーションが、まさにシャプラニー

ルらしい地域防災・減災・縮災実践を結実させたのだと感

じました。

学びあい！…村の取組報告
次に、大井地区での取組みを中心に４つの地域活動が事例

報告されました。

まず、スマートフォンなどで撮影した写真をWEB上のマッ

プで共有する、「地域防災情報の見える化システム（ボーサ

イGIS）」の概要について、開発を担当する里山活性化研究会

メンバーから説明がありました。西日本豪雨時に近隣の情

報が全く分からず、避難経路や避難のタイミングの判断に

困ったという開発動機や、システムの地域での実用に向け会議前、地区を流れる足守川と日近川との合流地点で、「ハザードマップ」と「西日本豪雨時（2018年７月７
日午前８時）の写真」を確認。（右：小松さん、中：キルさん、左：筆者／写真撮影：森田靖さん）

地域住民と共に籠に石を詰める事業スタッフ（写真提供：シャプラニール＝市民による海外協力の会）

2019年9月14日（土）～15日（日）にかけて実施された、

「地域・学びあい・入門セミナー」に参加した団体が、

その後、地域でどのような活動をしているのかご報告いただいています。

今回から、みた農園（三田善雄）さんに、連載（全4回）で報告いただきます。

ゲストに、全国キャラバン活動で

岡山を訪問中の国際協力NGO「シ

ャプラニール＝市民による海外協

力の会」の小松豊明さん（事務局長）

とキル・バハドゥール・ガレさん

（ネパール事務所プログラムオフィ

サー／防災事業担当）をお迎えし、

互いの地域での防災・減災・縮災

活動事例を学びあいました。この

会議は、大井地区連合町内会「里山

活性化研究会」と足守中学校区防災

会議の共催で実施し、ゲストのお

二人のほかに、大井地区連合町内

会長、単位町内会長、農家、福祉

施設所長、郷土史愛好家、キャン
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た課題共有などもなされました。

つづいて昨年３月に、「足守川河川敷の竹林除去活動」を実

施した大井新町町内会長から活動経緯の報告がありました。

この河川敷は足守川と日近川の二つの川の合流地点のすぐ

下流（事前にゲストのお二人とも下見：ブログ冒頭の写真）

に位置し、大井地区のハザードマップでも最も浸水深度の

高い場所です。西日本豪雨時には、川のぶつかる山の斜面

の小規模崩落があり、近隣住民は非常に高い危機感を覚え

ました。そこで昨年、町内会の有志メンバーが中心になり

地元消防団も協力し、河川敷の竹の焼却処理（行政により伐

採）が実施されました。

次に今年９月に、地元のキャンプ場で実施した「サバイバル・

キャンプ」と「水難対応訓練」（岡山市消防局が協力）について、

筆者から報告をしました。キャンプ場オーナーの指導のも

と、焚き火づくり、ナイフやノコなどの道具の使い方、野

外トイレづくり、アヒルの解体などのサバイバル技術を体

験。そして岡山市消防局航空隊（潜水隊経験者）の指導で、

着衣水泳、命綱の投げ方、ボートでの救出訓練などを実施

しました。

そして最後に今年10月１日（５・６時限）に、岡山市立足守

公民館と岡山市立足守中学校が共催で実施した「避難所運営

ゲーム（HUG）」の実施報告が、公民館職員からありました。

当日は中学校全生徒、教師、地域の方々など約200名が中

学校の体育館に参集しゲームを実施。生徒たちの積極的な

発言に、地域の大人も気持ちを新たにする「学びあい」の機

会にもなりました。「これからも地域の子どもたちと大人が

一緒に地域の防災について考えらえるような機会を設けて

いけたら！」との、報告者の力強い言葉も印象に残りました。

「事前準備の大切さ」などを確認！
…参加者の声から
下記では当日筆者が書きとめた、国際防災会議への参加者

の声を箇条書きにします。

◦マディなどの都市の周辺地域では、都市部への移住や海

外への出稼ぎで高齢者と子どもの人口割合が多い状況が

起こっている。（日本の「過疎化」とも近い状況）

◦マディでは伝統的な地域のおまつりが、若者の一時帰省

の機会になっている。

◦マディでの防災活動で一番大切に考えていることは「事前

の準備」。

◦シャプラニールの防災活動の経験を通して、災害が起こ

ってからの対処療法中心の活動を、「事前の準備」に変え

て行く必要性を強く感じている。

◦流域（上流・下流）全体（One River One community）で防

災、減災、縮災活動を実施していくことが重要。

◦過去に地域で起こった災害の記憶や記録を学びあいなが

ら、事前に災害の発生状況を予測し、対応策を立てるこ

とが大切。

◦大井地区、足守中学校区の活動事例が参考になったので、

マディでも情報共有したい（ボーサイGISをマディでも導

入できないか検討してみたいなど）。

◦（足守川河川敷の竹処理活動事例について）行政と地域と

の守備範囲の違いが明確で、インフラ整備や住民の地域

防災活動への主体的な参加のなどのあり方について、あ

らためて考える機会になった。

◦流域全体で防災、減災、縮災活動が進められることを羨

ましく思う。課題として強く認識してきて来たが、足守

川・笹が瀬川流域全体となると非常に難しい。

◦相対的にネパールは識字率が低い状態（平均約70％、男女

差、地域差もあるはず）下での啓発活動を根気強く実施さ

れている。

◦遠いネパールの活動ではあるが、我々の地域が学ぶべき

ことがたくさんあった。

◦足守川流域の防災をテーマに、公民館活動などを通して、

複数コミュニティでの意見交換会の実施等も摸索して行

きたい。

次回は、当地区でこうした防災会議を実施するきっかけと

なったできごとや、その問題への対応を通して地域住民が

学びあい、互いを高めてきた様子について、ご紹介します。

【参考情報】
①「NPO法人シャプラニール＝市民による海外協力の会」

チトワン郡マディ市バンダレイムレ川流域での防災活動

https://www.shaplaneer.org/caravan2019/

②「大井地区の概要」岡山市北西部に位置する人口約1,300

人（約650世帯・高齢化率約40％）の農村地帯。岡山市連

　合町内会HP内「大井地区連合町内会」

　https://townweb.e-okayamacity.jp/c-rengou/renchou/ooi/

③大井地区連合町内会「里山活性化研究会」の活動

　https://satokatsuo2i.net/

【参考】
◦持続可能な地域づくりのための「学びあい」実践事例③

「小さな村の … 大きな学び!?①

　第1回大井地区国際防災会議（みた農園　三田善雄）」

http://platform.dear.or.jp/learning/1180/

◦NPO法人シャプラニール＝市民による海外協力の会

　https://www.shaplaneer.org/

◦避難所運営ゲーム（HUG）

　http://www.pref.shizuoka.jp/bousai/e-quakes/

manabu/hinanjyo-hug/about.html

※本稿は、DEARプラットフォーム掲載のブログ「持続可能な地域づくりの
ための『学びあい』実践事例③：小さな村の…大きな学び!?①第１回大井地
区国際防災会議（みた農園　三田善雄）」を一部修正の上、掲載しています。
内容は掲載された2020年３月の時点の状況であり、現在コロナの影響で活
動内容に変更が生じていることをご了承ください。

地元キャンプ場で実施した水難対応訓練の様子（2019年９月７日）
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持続可能な地域づくりのための「学びあい」実践事例

小さな村の…大きな学び!?
②地域の開発問題と防災意識の高まり
（みた農園　三田善雄）

大規模開発、西日本豪雨、
防災意識の高まり
当地区では2017年７月に、100ha規模の大規模森林伐採計

画（太陽光発電施設設置計画）が急浮上しました。これに対

し、大井地区連合町内会「里山活性化研究会」というグルー

プを立ち上げ、建設反対活動を実施してきました。その活

動の過程で計画地の土砂災害リスクへの懸念も高まり、メ

ンバー独自での調査、専門家の講演会等を実施し、行政へ

の陳情も行なってきました。

また、西日本の広い範囲が甚大な被害を受けた、2018年７

月の西日本豪雨時には、当地域でも防災ダム（黒谷ダム）の

洪水吐（こうずいばけ）からのオーバーフローがありました。

これは1990年に、このダムが改修されてから初めての出来

事であり、地域が大きな災害を覚悟した瞬間でした。実際

には、限定的な床下浸水や小規模な土砂災害等はあったも

のの、幸いにも地域全域に及ぶような大規模な被害はあり

災害文化の構築に向けて
上述したような活動を列記すると、防災活動が活発な地域

のようにも見えるかもしれません。しかし実状は、各プロ

グラムへの参加者も限定的で、各単位町内会での自主防災

組織の立ち上げや地域防災計画の策定などには町内会ごと

の温度差もあり、地域全体としての足並はそろっていませ

ん。

また災害発生時に、ご近所の安否確認や避難支援などが漏

れなく行なえるか？と問われれば、筆者も含めまだまだ充

分な体制が整っているとも言えません。そのことは年末年

始に、里山活性化研究会や足守中学校区防災会議で実施し

た「マイ・タイムライン（風水害の発生にそなえて、一人ひ

とりの家族構成や生活環境に合わせ、あらかじめ作成する

自分自身の避難計画）」の作成活動を通しても実感していま

す。

2019年３月22日の足守中学校区防災会議では、同月20日

に岡山県が主催した防災講演会の資料が共有されました。

それは、岡山県「平成30年７月豪雨（西日本豪雨）」災害検証

委員会で委員長を務められた河田恵昭先生（関西大学社会安

全研究センター長・特別任命教授）のもので、タイトルは「住

民の災害文化が命を守る～文明から文化への熟成～」です。

筆者がその資料で最も印象に残ったのは「災害文化」という

言葉でした。資料では、７月豪雨時に避難指示の対象にな

りながら、実際に避難行動をとった人数の割合の低さ（災害

弱者支援を実施可能な主体も避難行動要支援者になってい

る状況）が問題視されています。そしてその原因を、現在の

文明（災害制御技術など）が進み過ぎ文化の面が追いついて

いない、文明と文化とのアンバランスな状態にあると言及

されています。そしてその課題解決のためには、「洪水氾濫

から避難する」という新たな文化的行為としての「災害文化」

を構築することが必用であるとの提案がなされています。

そしてまた、National resilience（ナショナル・レジリエンス）

は「国土強靭化」ではなく、家庭・職場・学校・地域・国家

という人びとのコミュニティを豊かにすることであるとさ

れ、「災害文化」の観点に立つ治水事業を通した「地域づくり」

の必要性に言及されている点にも強く共感しました。

ませんでした。

そういった経緯を背景に、地域での災害リスクへの意識も

高まりつつあり、防災をテーマにした学びあいの時間も少

しずつ増えています。

例えば、2018年４月には地盤環境評価・地下水の専門家の

講演会、同年７月には避難所運営ゲーム（HUG）のワークシ

ョップ、2019年３月には河川の危険箇所の竹林の除去処理、

同年８月には岡山県倉敷市真備町の水害被災者の講演会、

９月には地元キャンプ場でのサバイバル・キャンプと水難

対応訓練、12月には地区の水害史跡をめぐる歴史散策交流

会などを実施してきました。また、今回の国際会議を共催

した「足守中学校区防災会議」（事務局：足守公民館）には、

里山活性化研究会のメンバーの多くが所属しており、足守

中学校区全体の地域防災・減災・縮災活動にも参加してい

ます。

地区上流の防災ダム（黒谷ダム）の洪水吐（こうずいばけ）からオーバーフロー（2018年７月７日午前７時）

大井地区の水害史跡を巡る！歴史散策交流会の開催（2019年12月16日開催）

前回は、「第１回大井地区国際会議」

の概要についてお伝えしました。

今回は、その会議実施の背景にあ

る地域の開発問題や、西日本豪雨

の経験を通して地域が学びあって

きた「住民主体の流域マネジメント」

や「災害文化の創出活動」などの防

災意識についてお伝させていただ

きます。
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治山治水と流域マネジメント
2018年４月に大井地区連合町内会が主催した講演会では、

西垣誠先生（岡山大学名誉教授／地盤環境評価・地下水）に

「何のために森を守るのか？」というテーマでご講話いただ

きました。

そこで西垣先生が、岡山藩初代藩主の池田光政に仕えた儒

学者（陽明学）熊沢蕃山（くまざわばんざん）の「治山治水（山

を治めるは国の本なり）」思想を引き合いに、その重要性に

触れられた「流域マネジメント」という言葉が、筆者の印象

に強く残っています。内閣府の資料によれば「流域マネジメ

ント」とは「流域全体の水循環の視点に立ち、流域の様々な

主体がともに水のあり方を話し合い、水の脅威から生活を

守りながら同時に水の恵沢を享受することに努め、流域に

おいて水循環の健全化に取り組むこと」とされています。

前回のブログで紹介した、国際防災会議が終わったお昼の

時間帯に、ゲストの国際協力NGO「シャプラニール＝市民

による海外協力の会」の小松豊明さん（事務局長）とキル・バ

ハドゥール・ガレさん（ネパール事務所プログラムオフィサ

ー／防災事業担当）のお二人を２つの施設にご案内しました。

一つは平安時代に起源をもつ高梁川中流の湛井堰（たたいせ

き）で、現在でも高梁川両岸12000haを潤す地域治水の要の

施設です。この井堰を記念する公園には、1893年（明治26

年）の高梁川の大洪水による犠牲者の慰霊碑があり、ゲスト

のお二人とお参りさせていただきました。

もう一つは、当時禿げ山だった鬼ノ城（きのじょう）山塊の

南西麓に明治時代に作られた石造砂防堰堤です。これは熊

沢蕃山の思想（「治山治水」など）に深く傾倒した郷土篤志家

の宇野圓三郎が、高梁川の大洪水を受け岡山県知事に直訴

し1900年（明治33年）に建築したもので、現在は国の有形

文化財にも登録されています。彼の鬼ノ城山塊での砂防堰

堤工事の開始は1880年（明治13年）で、設置した堰堤は全

部で23基にのぼります。また同時に花崗岩地帯であるこの

山塊に、広範囲な松の植林事業も行い土砂の流出軽減にも

尽力しました。

これらの施設（遺構）は、まさに「流域マネジメント」の視点

に立った「治山治水」事業であり、またそこにやどる災害に

対する精神性は我々の伝承すべき地域の「災害文化」である

と考えています。

またこれらの視点は、シャプラニールがネパールで「One 

River, One Community」をテーマに実施されている、地域住

民参加型の地域防災活動とも多くの共通項があるのではな

いかと感じており、シャプラニールのお二人にも何かしら

の参考になればとご案内させていただきました。そしてま

た同時に、この山塊のちょうど反対側の北東麓には大井地

区の大規模森林伐採計画予定地が位置しており、今回の国

際防災会議を通して、我々の地域の直面する開発問題への

理解もより深まることにもなりました。

次回は、国際会議での「学びあい」ハンドブックを使った活

動評価と会議後に実施した稲刈り体験の様子について紹介

します。

【参考情報】
①大井地区連合町内会「里山活性化研究会」の活動　

https://satokatsuo2i.net/

②2019年２月４日「災害情報と災害文化」河田恵昭（関西大

学社会安全研究センター長・特別任命教授 阪神・淡路大

震災記念 人と防災未来センター長）・PDFデータ

　https://www.soumu.go.jp/main_content/000603366.

pdf

③平成30年７月「流域マネジメントの手引き」内閣官房水循

環政策本部事務局・PDFデータ

　https://www.kantei.go.jp/jp/singi/mizu_junkan/pdf/

h300731_tebiki.pdf

④湛井堰（たたいせき／岡山市総社市湛井／高梁川）～平安

時代から美田をうるおす十二ケ郷用水の要～・PDFデー

タ　http://ccba.or.jp/archives/pdf/tatai_seki.pdf

⑤井風呂谷川砂防堰堤群（いふろたにがわさぼうえんていぐ

ん/岡山県総社市見延）～国登録有形文化財・岡山の近代

砂防発症の地～・PDFデータ

　http://www.ccba.or.jp/archives/pdf/37.ihurodani.pdf

⑥「NPO法人シャプラニール＝市民による海外協力の会」チ

トワン郡マディ市バンダレイムレ川流域での防災活動

　https://www.shaplaneer.org/caravan2019/

【参考】
◦「持続可能な地域づくりのための『学びあい』実践事例④：

小さな村の…大きな学び!?②地域の開発問題と防災意識

の高まり（みた農園　三田善雄）」

　http://platform.dear.or.jp/learning/1199/

※本稿は、DEARプラットフォーム掲載のブログ「持続可能な地域づくりの
ための『学びあい』実践事例④：小さな村の…大きな学び!?②地域の開発問
題と防災意識の高まり（みた農園　三田善雄）」を一部修正の上、掲載してい
ます。内容は掲載された2020年３月の時点の状況であり、現在コロナの影
響で活動内容に変更が生じていることをご了承ください。

1989年（明治26年）水害犠牲者慰霊碑にて（左：キルさん、右：小松さん）
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地域住民と共に籠に石を詰める事業スタッフ（写真提供：シャプラニ
ール＝市民による海外協力の会）

持続可能な地域づくりのための「学びあい」実践事例

小さな村の…大きな学び!?
③～国際防災会議の「ふりかえり」と
「田んぼde哲学」プログラム～
（みた農園　三田善雄）

「ネパールの先進性に学ぶ！」
「One River One Community」を合言葉に一つの河川の流域

全体を一つのコミュニティと考え、地域住民自らが主体的

に関わる防災・減災活動の定着を目指し、ネパール・チト

ワン郡で取り組んでこられた「シャプラニール＝市民による

海外協力の会」の地域防災事業。それはまさに我々が日頃の

活動を通して地域の防災課題として感じながら手がつけら

れないできた、「住民主体の流域マネジメント」や「災害文化

の構築活動」と多くの共通項があると考え、会議の開催を企

画しました。

当日の会議では双方の地域での防災・減災・縮災活動を学

びあうことで、事前の備え、河川流域全体への視野、住民

の主体性の醸成など、改めて地域で防災・減災・縮災活動

を実施していく上で重要なポイントを、お互いの経験に即

しながら確認することができたと思います。

また、ご近所さんとの日々のコミュニケーションを基本に、

流域全体への意識を常に持ちながら、最新の研究動向など

も取り入れつつ、日頃からの小さな活動を丁寧に積み重ね

ていくことの大切さについても、再認識することができた

と思います。

「学びは事前準備にあり?
～「学びあい」ハンドブックの活用」
ここでは【「学びあい」のリソース調整】（ハンドブック：第３

部解説編p.92）の視点から今回の第１回大井地区国際防災会

議をふりかえってみます。

地域内外の人びとや組織間で
持続可能な地域づくりを後押しする「学びあい」が
できるような関係づくりや組織づくりをする

今回は「地域防災・減災・縮災」を基調に置きながら、「One 

River, One Community」・「地域災害文化の構築」をキーワー

ドに、互いの地域実践を学びあいました。

事前に大井地区連合町内会「里山活性化研究会」や足守中学

校区防災会議の定例会で、シャプラニールのバンダルムレ

川流域での活動を紹介し、また当日の会議での質問項目に

ついてのブレイン・ストーミング等も実施し、シャプラニ

ール側には、進捗状況という形でこちらの準備状況も事前

にお知らせしました。

会議前日には、岡山NPOセンターが主催したシャプラニー

ル全国キャラバン岡山講演会に大井地区の有志メンバーと

参加。そして当日の会議前には、シャプラニールの小松豊

明さん（事務局長）とキル・バハドゥール・ガレさん（ネパー

ル事務所プログラムオフィサー／防災事業担当）を、会議で

報告する大井地区の防災活動と関連するスポット（黒谷ダム、

二面橋など）へと案内させていただき、西日本豪雨時のダム

や河川の写真とともに、地域のハザードマップなども確認

しました。

「学びあい」の参加者に見合うように、
「学びあい」に有効な素材や情報、
人物などのリソースを見いだし、
「学びあい」の参加者とつなぐ

今回は会議の準備のために、シャプラニール防災活動の「One 

River, One Community」というキーワードから、これまで

の大井地区の地域防災活動を省察することで、西垣誠先生

の「流域マネジメント」や河田恵昭先生の「災害文化の構築」

という視点から我々の活動を整理することができました。

そしてまた「湛井堰公園の1893年（明治26年）の洪水犠牲者

供養塔」や「井風呂谷川公園の宇野圓三郎の石積砂防堰堤」な

どの水害・防災史跡の存在を、あらためて知ることもでき

ました。

このように、今回の国際防災会議に向けた事前準備のプロ

セスを通じて、理論的、歴史的に整理された地域への「まな

ざし」は、当日の国際防災会議という時間の小さな軸となる

ことを起点に、今後また少しずつ変化や迷走も繰り返しつ

つも、大井地区での多様な「学びあい」を生成しつづけてい

くような大きなリソースとして位置づき、より多くの「学び

あい」の参加者をつないでいくことになると思います。

地域における「学びあい」の
多層的なコーディネートを調整する

例えば、筆者は今回の国際会議に対して、会議のコーディ

ネーターという立場以外に、地元農家、大井地区連合町内

会里山活性化研究会サブリーダー、足守中学校区防災会議

メンバー、前日のシャプラニール全国キャラバン岡山講演

「学びあい」ハンドブックを活用した「地域・学びあい・入門セミナー」の様子（2019年９月14日・15日/写真提供：開発教育協会）

最初のブログでは、「第１回大井地区国際防災会議」の「小さ

な村の…大きな学び!?①」概要についてお伝えしました。そ

して前回「小さな村の…大きな学び!?②」は、会議実施の背

景にある地域の開発問題や、その問題対応を通して地域が

学びあってきた防災意識についてお伝えしました。今回は、

その防災会議をハンドブック『持続可能な地域づくりのため

の「学びあい」ハンドブック～コーディネートとそのふりか

えり』を通してふりかえります。また会議後にシャプラニー

ルのお二人にご参加いただいた「田んぼde哲学」プログラム

の様子についてもお伝えいたします。
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稲刈りとハザ掛けも作業も無事終了！（左２番目：松畑先生、中央：小松さん、右：キルさん）

会の参加者…などの多様な立場でこの時間に参加しました。

また、地域には、日々あまたに生まれては消えていく「学び

あい」があると考えていますが、今回は「地域防災・減災・

縮災活動」を基調に、「One River, One Community」・「地域

災害文化の構築」とういキーワードを軸にして、岡山・東京・

カトマンズに在住する13名の参加者と、約90分の「学びあ

い」の時間を共有しました。

筆者自身も、事前の準備や事後のふりかえりも含め、この

90分の「学びあい」の時間が生成されていくプロセスにおい

て、多くを学びました。そしてここで学んだものを織り込

みながら、他の参加者（学習者・実践者）同様、また新しい

「学びあい」の軸を地域のリソースを寄せ集めながら生成し

たり、地域の誰かのコーディネートするそれに参加したり

することになると考えます。

「防災⇄農業：
ライフ・スタイル・シフトと米づくり」
さて、会議が終わった午後の時間帯には、筆者の本業であ

る農家として「学びあい」の時間をコーディネートさせても

らいました。

2017年に松畑煕一先生（岡山大学名誉教授）の呼びかけで、

「人生100年時代のライフ・スタイルの研究」をテーマに、

ライフ・シフト・ラボ岡山が発足しました。弊農園もその

メンバーの一員として2018年６月から、米づくり体験と哲

学カフェをあわせた「田んぼde哲学」というプログラムを実

施しています。シャプラニールのお二人にゲストとしてご

参加いただきました。

前半の稲刈り作業では、小松さんは初体験とは思えぬ手つ

きで、そしてキルさんは、ネパールのご実家で鍛えた腕前

をいかんなく発揮されました。刈った稲を束ねて天日干し

をするためにハザにかけていくのですが、今年の稲藁の束

ね方は「キルさん流」…稲作を中心に置いた、思わぬ経験交

流（学びあい）の時間ともなりました。

後半は哲学タイム。この日のテーマは「災害は防げるか？防

げないか？」です。全員が「防げない」ことを前提に、キルさ

んは「事前準備」の大切さを、小松さんは「自然現象と災害」、

「人災と天災」などの視点から災害自体の定義を考えること

の大切さを、そして松畑先生は前提に「防げない」というこ

とは認めつつ、さりとて「防げる」という思いを持って、災

害と主体的に向きあう姿勢の大切さを…など、参加者それ

ぞれに多様な角度から意見がかわされました。

会の冒頭には、松畑先生から「日本では田舎の人口が減少し

てしまっているけど、ネパールはどうですか」とのキルさん

への質問があり、「ネパールでも、カトマンズなどの都市部

や海外への出稼ぎで、若い世代が田舎から出て行っている」

との答え。

その後の稲刈り体験では、40年ほどの年の差があるお二人

に、幼少期の稲作技術が身に付いているという共通点があ

ることがわかり、筆者にはそのことが両国の社会構造変化

（都市化）のあり様を象徴しているようにも感じられました。

災害の激甚化の大きな要因であると考えられる温暖化・気

候変動。それを生み出した急激な社会構造の変化と、その

縮減のためにわれわれが選択すべきライフ・スタイルのあ

り方について、ながらくそのライフ・スタイルの根源であ

りつづけてきた「米づくり」の実践を通じ、五感を使って理

解を深めようとする「田んぼde哲学」というプログラム。こ

こで共有された「学びあい」の時間もまた、みなさんそれぞ

れの日々の「学びあい」の糧になればと思います。

次回は、筆者が防災会議を企画する「スイッチ」となった事

柄や、その背景にある思いなどについて、またその後の地

域活動についてお伝えいたします。

【参考情報】
①「NPO法人シャプラニール＝市民による海外協力の会」

チトワン郡マディ市バンダルムレ川流域での防災活動

　https://www.shaplaneer.org/caravan2019/

②持続可能な地域づくりのための「学びあい」ハンドブック

～コーディネートとそのふりかえり

　http://www.dear.or.jp/books/book02/4160/

【参考】
◦「小さな村の…大きな学び!?③～国際防災会議の「ふりか

えり」と「田んぼde哲学」プログラム～」

　http://platform.dear.or.jp/learning/1274/

※本稿は、DEARプラットフォーム掲載のブログ「持続可能な地域づくりの
ための『学びあい』実践事例⑤：小さな村の…大きな学び!?③～国際防災会
議の「ふりかえり」と「田んぼde哲学」プログラム～」を一部修正の上、掲載
しています。内容は掲載された2020年３月の時点の状況であり、現在コ
ロナの影響で活動内容に変更が生じていることをご了承ください。
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尾藤さんの被災されたご自宅の壁に張られてあった真備町のハザードマップ

持続可能な地域づくりのための「学びあい」実践事例

小さな村の…大きな学び!?
④～「学びあい」のスイッチ！と
その後の活動～
（みた農園　三田善雄）

スイッチ！は『歴史の教訓を
活かせなかった』との一言でした……
2019年８月１日に、2018年の西日本豪雨時に岡山県倉敷

市真備町で被災された尾藤寿実さん（元岡山市立灘崎公民館

長・防災士）の講演会を企画しました。

災害発生から約１年と、物心ともにまだまだ傷の癒えない

状況下での彼のお話は、涙無しにはお聞きできるものでは

ありませんでした。特に筆者の印象に残るのは、ある古民

家の壁の写真です。そこには1893年（明治26年）の水害時

の浸水痕跡と西日本豪雨時のそれとの、両方の痕跡が残っ

ていました。尾藤さんがその写真を握りしめながら「真備で

犠牲になった51名の命は救えた命だった。歴史の教訓を活

かせなかった」と…ことさらに私の琴線にも深くふかく触れ

る一言でした。

彼が初めて弊農園にいらっしゃったのは、2018年７月５日

の木曜日。翌週の月曜日に予定されている公民館（当時、尾

藤さんが館長を務められていた）での「市民大学」講座の打合

せのためでした。

西日本豪雨災害が真備町で起こったのは、その２日後の７

月７日。そして筆者が彼の被災を知ったのが、その翌日で

した。公民館からは講演会実施のご連絡をいただき、筆者

２度の朝食会
2019年11月２日（国際防災会議の開催日）の弊農園での朝

食会。その食卓を囲むのは、「シャプラニール＝市民による

海外協力の会」の小松豊明さん（事務局長）とキル・バハドゥ

ール・ガレさん（ネパール事務所プログラムオフィサー／防

災事業担当）、そして地元足守地区在住の森田靖さんと筆者

の４人でした。

森田さんは、真備町のある岡山県倉敷市災害ボラティアコ

ーディネーターで、災害ボランティアとして全国の災害復

旧現場で活動した豊富な経験を活かして、県内で数多くの

防災ワークショップのファシリテーターも務めています。

昨年は真備町（箭田地区）の災害ボランティアセンターで、

センターの設置当初から活動しました。その後はプロのカ

メラマンでもある技術を活かし、真備町での写真洗浄活動

をしています。

また、シャプラニールの小松さんは、2004年のインド洋大

津波時のスリランカでの緊急支援活動、2011年～15年の東

日本大震災時の福島県いわき市での復旧・復興支援活動、

そしてネパールでの防災・減災事業など、災害に対する事

前準備・緊急復旧支援・そして復興支援と多様な場面での

活動経験もお持ちで、西日本豪雨による災害時には、岡山

県倉敷市真備町で災害復旧支援活動にあたられました。そ

して、偶然にも真備町（箭田地区）の災害ボランティアセン

ターで森田さんと小松さんが活動を共にされたのでした。

2018年８月19日には、真備町（箭田地区）の災害ボランティ

アセンターでの活動を一旦終了した小松さんが、東京に帰

る前夜に弊農園に宿泊。翌朝ご無理を言って、地域の方に

声かけし我が家での朝食会を企画しました。そこには森田

さんも同席し、短い時間ですが災害ボランティアセンター

での活動のこと、これからの支援のことなどの意見交換の

時間にもなりました。

このような経緯でお二人と２度の朝食を共にさせていただ

くことで、筆者には「災害が起こってからの対処療法中心の

活動を、事前の準備に変えて行くために何かできるのでは」

との思いが広がっていきます。そして河田恵昭先生の「災害

文化」という言葉や、尾藤さんの「歴史の教訓を活かせなか

った」という言葉に強く揺さぶられたのも、こういった気持

ちが心底に流れていたからだと思います。

災害伝承を掘り起こせ！
2019年８月１日の尾藤さんの講演会。ちょうどこの頃は、

河田先生の言われる「災害文化の構築」につながる地域活動

についての思案をしていた時期でもありました。

そこで後日早速に、地域の歴史学習会で講師をつとめる郷

土史愛好家の柏野忍さんにお願いし、2019年８月19日の

例会で「金石文から読み解く地域の水害史」というタイトル

のご講話をしていただきました。またその例会後には、年

末に開催予定の大井地区の歴史小冊子（柏野さんのこれまで

の学習会でのお話をまとめた冊子）の出版記念プログラムの

話し合いがありましたので、午前中に企画している歴史散

策交流会のテーマを「地域の水害史跡をめぐる」とさせても

第１回朝食会（2018年８月20日開催／右：
森田さん、右２番目：小松さん、左２番目：

筆者）

第１回のブログでは、「第１回大井地区国際防災会議」の概

要について、第２回では、地域が学びあってきた防災意識

について、そして前回は、その防災会議のハンドブック（『持

続可能な地域づくりのための「学びあい」ハンドブック～コ

ーディネートとそのふりかえり』）を通した「ふりかえり」に

ついてお伝えいたしました。今回は、防災会議の実施のス

イッチになった事柄や、その後の地域活動についてお伝え

いたします。

は９日の講演に臨みましたが、も

ちろん尾藤館長のお姿はありませ

ん。冒頭参加者のみなさんと黙祷

を…ただそれは、なんとも形容の

しがたい時間でした。

７月12 ～ 15日にかけて、被災さ

れた尾藤さんのご自宅の片づけの

お手伝いにお邪魔しました。その

ご自宅の台所の壁には、泥水で汚

れたままの真備町のハザードマッ

プが…その光景も、どうしても忘

れられません。
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らって、参加者とコースづくりのワークショプを実施しま

した。

また、その日の午後に企画している記念講演会のテーマも

「災害伝承」とし、講師の選定もはじめました。そしてちょ

うどこの頃、シャプラニールから最初の岡山訪問の連絡が

あり、第１回大井地区国際防災会議の企画を思い立つにも

至りました。

その後の展開……
地域災害文化の構築にむけて
12月16日の大井地区の歴史小冊子「備中國大井郷昔小話」（全

38話）の出版記念プログラムには約40名の地域のみなさん

の参加がありました。

午前中は、柏野さんの案内で水害史跡など８ヶ所を、この

小冊子とハザードマップ（西日本豪雨時の写真入り／国際会

議前にシャプラニールのお二人を大井地区各所にご案内し

た時の資料を元に作成）を確認しながら散策。お昼に手打ち

うどんを食べながらの談笑。そして午後からの講演会では、

「伝承にみる水害」というテーマで、日本民話の会（全国の民

話10,000話を採録）会長の立石憲利さんにご講話いただき

ました。

立石さんは、ちょうどシャプラニールのお二人と国際会議

後に訪れた1893年（明治26年）の洪水犠牲者供養塔のある

総社市湛井地区（高梁川中流）にお住まいで、ご講演ではこ

の地区の水害史跡についてもふれていただきました。また

８月の講演会で、尾藤さんが示された真備町（高梁川下流）

の古民家の壁の浸水痕跡もこの明治の大洪水でできたもの

で、シャプラニールのお二人は大井地区での国際会議の前

日に、真備町の供養塔に参拝されたとお聞きしています。

「三田さん、大切なのは互助だよ…格差が骨身にしみる」と

は、2020年３月９日に、このブログの内容を確認するため

に尾藤さんにお電話しましたときの、印象的な彼の一言で

す。その一言に、2018年８月19日の１回目の朝食会後、岡

山空港への道すがら小松さんにこれから西日本豪雨災害の

復旧・復興に必用な支援についてお聞きすると、「見なし仮

設に入った基礎年金単身生活のお年寄りへの寄り添い支援

では」と、お話されたことを思い出しました。そして森田さ

んは、いま足守地区で子ども食堂を企画していますし、小

松さんはお住まいの西東京市で、地域の子どもたちの居場

所づくりをされています。

郷土史愛好家の柏野さんが、2019年10月21日の定例学習

会用に作成された資料にはこんな一文があります。

「日近・弥高地内にある太田家の墓碑に、『明治二十五年七

月有洪水一郷流亡』と刻みます。この時期、下流の大井村で

は急な出水で溺死者10名、負傷者10名を数える惨事となり

ました」

太田さんはどんなお気持ちでご自分のお墓に、地域の水害

のことを刻まれたのでしょうか？ともすれば「わたし」が優

先される現代社会、もしこの「地域」を思う気持ち、そして

ご近所を「想像する力」がもっとあれば、真備町での犠牲は

でなかったのでしょうか？

河田先生は、National resilience（ナショナル・レジリエン

ス）は「国土強靭化」ではなく「コミュニティを豊かにする」こ

とだとおっしゃいます。構築すべき「災害文化」とは、「わた

し」ファーストの文化ではなく、お互いを思いあう「わたし

たち」の文化、すなわちそれは互助・共生の文化なのかもし

れません。

先日、森田さんに、今年もう一度、尾藤さんの講演会をし

ませんか？と提案しました。筆者自身も引き続き地域の災

害文化を掘り起こす企画を準備しています。誰一人取り残

さない地域社会の構築に向けて、日常の学びあいの延長に、

「わたしたち」はどんな地域文化を掘り起こし、何を再構築

していったらいいのでしょうか？摸索は続きます。

これでコラム「小さな村の…大きな学び!?」（全４回）を終わ

らせていただきます。お読みいただいたみなさまはじめ、

関係者のみなさまには心より感謝申しあげます。

【参考情報】
①「NPO法人シャプラニール＝市民による海外協力の会」

チトワン郡マディ市バンダルムレ川流域での防災活動

　https://www.shaplaneer.org/

caravan2019/%E3%80%80

【参考】
◦小さな村の…大きな学び!?④～「学びあい」のスイッチ！

とその後の活動～（みた農園　三田善雄）

　http://platform.dear.or.jp/learning/1289/

◦NPO法人シャプラニール＝市民による海外協力の会

　https://www.shaplaneer.org/

※本稿は、DEARプラットフォーム掲載のブログ「持続可能な地域づくり
のための『学びあい』実践事例⑥：小さな村の…大きな学び!?④～『学びあ
い』のスイッチ！とその後の活動～（みた農園　三田善雄）」を一部修正の上、
掲載しています。内容は掲載された2020年３月の時点の状況であり、現
在コロナの影響で活動内容に変更が生じていることをご了承ください。

歴史散策交流会：足守川と日近川の合流地
点に架かる二面（ふたも）橋付近（11月２日に
シャプラニールのお二人もご案内）

歴史散策交流会のコースづくりワークショップの様子（2019年８月19日）
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持続可能な地域づくりのための「学びあい」実践事例

みんなで考える持続可能な暮らし
～ユギムラ暮らし～
（ユギムラ暮らし）

2019年9月14日（土）～15日（日）にかけて実施された、

「地域・学びあい・入門セミナー」に参加した団体が、

その後、地域でどのような活動をしているのかご報告いただいています。

今回は、ユギムラ暮らしさん（東京都八王子）です。

ユギムラ暮らしとは
私たちは、八王子市（旧南多摩郡由木村）にあるユギムラ暮

らしを拠点に活動しています。ユギムラ暮らしは、人々の

心の豊かさを育てたいという志を持つ人たちが様々な活動

をしている場です。ここでは、農業とは、環境とは、エネ

ルギーとは、コミュニティとは、障がい者とは、まちづく

りとは、豊かさとは、といった身近なテーマに触れながら、

今ある暮らしを見つめなおすきっかけづくりを目指してい

ます。

その中で昨年、「ユギムラ暮らし」という活動に取り組み始

めました。「ユギムラ暮らし」は、まだしっかりとした柱が

あるわけではないのですが、忙しさの中でつい効率性や便

利さに縛られがちな私たちの暮らしを振り返り、少しゆと

りを持って行動したり、丁寧な生活を心がけたり、これか

らも無理なく続いていく生き方について考えたり……など、

持続可能な暮らしを考えていきたいと思ったことから始め

た活動です。

セミナー参加後に実施した
「そば作りイベント」

昨年９月に行われた学びあいフォーラムの入門セミナー後

に、学びあいの実践として、私たちはそば作りのイベント

を実施しました。８月の種まきに始まり、収穫、脱穀、そ

改めて思うことができました。

今年度はさらに、そば作りなどを通して、持続可能な暮ら

しを考えるきっかけをさらに提供できるようにしたいと思

います。そして、持続可能な暮らしを実践しているすてき

な地域に近づけていきたいです。

【参考】
◦みんなで考える持続可能な暮らし～ユギムラ暮らし～　

（ユギムラ暮らし）

　http://platform.dear.or.jp/learning/1257/

※本稿は、DEARプラットフォーム掲載のブログ「持続可能な地域づくりの
ための『学びあい』実践事例⑦：みんなで考える持続可能な暮らし～ユギム
ラ暮らし～（ユギムラ暮らし）」を一部修正の上、掲載しています。内容は掲
載された2020年５月の時点の状況であり、現在コロナの影響で活動内容に
変更が生じていることをご了承ください。そばの花畑（10月）。白くてかわいいそばの花が咲きました。

ばひき、そば打ち、12月の実食ま

での約半年間の活動を行いました。

なぜそばを選んだのかというと、

「ユギムラ暮らし」の考えをよくわ

かってもらえると思ったからです。

そばは、簡単に手に入れられる食

品なので、その過程の苦労さにあ

まり意識がいかないものですが、

実際には多くの労力を要します。

そのようなものを実際に作ること

で、暮らしのことをはじめ、いろ

いろな学びが得られると思いまし

た。さらに、多くの人手が必要に

なるそば作りのイベントを実施す

扇風機をつかってそば殻、ごみを飛ばして、
そばの実だけ取り出しているところです。

できたそば。少し黒っぽいけど、おいしかっ
たです。

石臼でそばの実を挽いているところです。 そば打ち。生地を大きくのばしているところ
です。

そば打ち。そば打ち講習を受け、無事にそば
になりました！

れば、地域の人々をたくさん呼び込め、ユギムラの周辺地

域の人々にユギムラの存在や取り組みが知られ、いいスタ

ートになるとも思いました。

今後に向けた課題と学び
実際には、今回はまだ私たちがそばの作業について不明な

ことが多かったため、地域住民への呼びかけをあまりせず、

地域の方たちに提供、発信はできませんでした。

ユギムラの私たちがめざす地域の姿は、地域の住民が「ユギ

ムラ暮らし」にかかわったことをきっかけに、それぞれので

きる範囲で持続可能な暮らしを行っている姿です。

昨年度の活動については、発信力が足りずあまり進めなか

ったため、今後に向けた準備、お試し期間になったように

思います。しかし、そば作りを通して、作業の大変さを実

感することができたことで、「こんなに手間がかかっている

のか」「食べ物を無駄にしてはいけない」「こんなに手間がか

かってるのにどうしてスーパーでは

安く売っているんだろう」などと、普

段の暮らしはこのままでいいのか、

この暮らしはこのまま続いていくの

だろうかと私たち自身が今の生活を

振り返るきっかけになりました。

そば作りは、自分の暮らしを振り返

ることになり、持続可能な暮らしを

知るきっかけになるのではないかと
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けるかについて、終始話が尽きませんでした。

見えてきたニーズは大きく3つ
①団体（HUB&LABO）の振り返りのコーディネート

②「まちづくりLABO」の今後のアクションを後押しする学び

あいの場 or ワークショップの企画

③より多くの人に地域づくりに興味を持ってもらう、参加

してもらうためのアプローチ

来島二日目
翌日26日は、阪根さんが住む平内集落ツアーからスタート。

私は夜から合流するため、案内役は阪根さんにお任せしま

した。

屋久島おおぞら高等学校では地域を巻き込んだ教育プログ

ラムの開発の話し合いで大盛り上がりだったようです。そ

の後、島の西側の世界遺産エリア・西部林道を抜け、「屋久

島ギャザーハウス＆カフェ　キヨコンネガイ」、島の特産品

「サバ節」を生産する馬場水産、就労継続支援事業所が運営

するカフェギャラリー「百水」、屋久島環境文化研修センタ

ーと、島をぐるりと一周し、島の自然と人と特産品に触れ

る、濃厚で充実した時間を過ごしたようです。

夜はレストラン「かたぎりさん」で屋久島のボードゲーム制

作などに取り組む「しまりす村」の村松佳子さん、地域おこ

し協力隊の吉村卓海さんと夕食を共にしました。

村松さんが制作中のボードゲームを体験したり、地域おこ

し協力隊の活動内容を聞いたり、様々な職種や立場の人か

ら話を聞くことで、西さんと南雲さんに屋久島のことをよ

持続可能な地域づくりのための「学びあい」実践事例

・「地域・学びあい・入門セミナー」
フォローアップ訪問（屋久島）
（漁師の暮らし体験宿　ふくの木・遊漁船さかなのもり　中島遼）

来島一日目
25日夕方、屋久島空港に到着した西さんと南雲さんがまず

向かったのは、宿泊するゲストハウス「屋久島サウスビレッ

ジ」です。空港がある島の東側の長峰集落から、宿がある南

側の平内集落までは車で約35分。あまり知られていません

が、屋久島には24の集落があります。ちなみに、島一周は

約100km、車で約３時間です。

この日の夜は、NPO法人HUB&LABO Yakushimaの代表理

事・福元豪士さんと、同団体の理事・屋久島おおぞら高等

学校の渡邉匠さんと鍋を囲みながら、まずは「屋久島がどん

な地域なのか」を２人に知ってもらうための情報と、それぞ

れの活動内容について話し合いました。

それから、私と阪根さんが「地域・学びあい・入門セミナー」

に参加するきっかけになった「まちづくりLABO」について深

掘りします。HUB&LABOが地域づくりをする上で大事にし

ていること、DEARが今後どんな形で屋久島に関わってい

2019年9月14～15日に開催された「地域・学びあい・入門セミナー」に

屋久島から参加した中島遼さんによる、

その後のフォローアップ訪問の報告です。

屋久島空港の前で、左から南雲さん、阪根さん、西さん

屋久島サウスビレッジで、終始和やかな雰囲気のミーティング

持続可能な地域づくりのための「学びあい」ハンドブックを手に

こんにちは！ 2019年９月14 ～ 15日に開催された「地域・

学びあい・入門セミナー」に屋久島から参加した中島遼です。

私は４年前に屋久島に移住し、2019年11月末まで「民宿す

ぎのこ」の女将を務めました。現在は家族と一緒に「漁師の

暮らし体験宿　ふくの木」と遊漁船の開業に取り組んでいま

す。漁師である義父から自然環境の変化や、魚の漁獲量が

減っていること、島の漁業が衰退しているという話を聞き、

私も何かしたいと思ったことが活動のきっかけです。

一次産業の問題を解決するためには、自分たちだけでなく

地域全体を考える必要があると感じ、地域づくりに興味を

持つようになりました。

2019年に屋久島で開催された鹿児島県、屋久島町、NPO法

人HUB&LABO Yakushimaが主催する「まちづくりLABO」と

いう地域づくりのための人材育成セミナーに参加し、その

メンバーから「地域・学びあい・入門セミナー」を勧められ、

参加したという流れです。

今回はその後のフォローアップとして2020年２月25 ～ 27

日に開発教育協会（DEAR）の事業コーディネーターの西あ

いさんと南雲勇多さんが来島した３日間についてお伝えし

ます。案内役は屋久島から「地域・学びあい・入門セミナー」

に参加した２人、私と「屋久島サウスビレッジ」（ゲストハウ

ス）のオーナー・阪根充さんです。
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※本稿は、DEARプラットフォーム掲載のブログ「持続可能な地域づくりの
ための『学びあい』実践事例⑧：「『地域・学びあい・入門セミナー』フォロー
アップ訪問」を一部修正の上、掲載しています。内容は掲載された2020年
６月の時点の状況であり、現在コロナの影響で活動内容に変更が生じてい
ることをご了承ください。

したい「学びあいの場」の具体案も見えたので、期待以上に

DEARと屋久島の距離が縮まったように感じたというのが

個人的な感想です。

ほかにも…

◉島外から来た「第３者」という立場だからこそ、地域の人

に対して質問しやすいことや、地域の人にとっても話し

やすいことがある。

◉近くにいる人、普段一緒に活動している人の考えを改め

て聞く場面が意外とないことも。知ってるつもりの相手

に対して「そんなこと考えてたんだ！」という発見があっ

た。

◉外からの視点を加えることの大切さ。ずっと中にいると

気付かないこと、忘れてしまうこともあるので、新鮮な

気持ちで客観視できたり、世界観が広がるのはとても良

い。

…などなど、たくさんの気づきを得ることができました。

【参考】
◦「地域・学びあい・入門セミナー」フォローアップ訪問

　http://platform.dear.or.jp/learning/1415/

◦漁師の暮らし体験宿　ふくの木

　https://www.yakushima-fukunoki.com/

◦NPO法人HUB&LABO Yakushima

　http://hublaboyakushima.mystrikingly.com/

◦屋久島サウスビレッジ

　https://yakushimasouth.wixsite.com/south

◦モスオーシャンハウス　https://www.moss6.com/

り深く知ってもらうことができました。

来島三日目
最終日の27日は宿泊施設「モスオーシャンハウス」のオーナ

ー・今村祐樹さんに会いに島の南東にある高平集落へ。こ

れまでさまざまな人や物から屋久島の情報を得たこともあ

り、西さんと南雲さんからも屋久島の地域づくりに生かせ

そうな、さまざまなアイデアをもらうことができました。

特に盛り上がったのは「地域にあるものに光を当てる地図作

りワークショップ」について。

地域で話し合うと「無いもの」に焦点が当たりがちですが、

「今あるもの」「これからも残したいもの」を地図に落とし込

んで可視化するというワークです。他にも屋久島憲章の世

界を実現するために、集落を水の流域でとらえるようなワ

ークショップや、高平集落を活性化するためのワークショ

ップなど、地域にとって必要なものが何なのか、意見を交

わすことができました。

最後は駆け足でレストラン「ヒトメクリ」の店主・永綱未歩

さんとお会いしながらのランチタイム、そして有機栽培の

お茶作りにこだわる八万寿茶園の渡邉桂太さんと緑輝く茶

畑でお会いして、抹茶ソフトクリームを頬張ってから急い

で空港へ向かいました。たくさんのニーズや解決したい課

題が出てきた中から、いくつかの「学びあいの場」を実践す

ることを約束し、２人を見送りました。

３日間で気づいたこと・感じたこと
さまざまな人と会って地域づくりに対する意見を聞くこと

ができたのは、私たちにとっても大きな収穫でした。実践

レストラン「かたぎりさん」でのミーティングの様子

「学びあい」ハンドブックを手に意見を交わす

八万寿茶園の茶畑での話し合いの様子
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持続可能な地域づくりのための「学びあい」実践事例

屋久島の観光業の持続と
オンラインイベントの可能性
（漁師の暮らし体験宿　ふくの木・遊漁船さかなのもり　中島遼）

こんにちは！ 2019年９月14 ～ 15日に開催された「地域・

学びあい・入門セミナー」に参加した中島遼です。私は屋久

島で漁師の義父と一緒に「漁師の暮らし体験宿　ふくの木」

と「遊漁船　さかなのもり」を運営しています。

「地域・学びあい・入門セミナー」に参加するきっかけとな

ったのが、2019年に屋久島で開催された鹿児島県・屋久島

町・NPO法人HUB&LABO Yakushimaが主催する地域づく

りのための人材育成セミナー「まちづくりLABO」です。

「地域・学びあい・入門セミナー」と「まちづくりLABO」は、

どちらも地域の課題と向き合い、より良い地域をつくる人

材を育成することを目的としています。

今回は私と、共にどちらのセミナーにも参加したゲストハ

ウス「屋久島サウスビレッジ」のオーナー・阪根充さんが、

withコロナ期に取り組んだ活動の一つ、オンラインイベン

トについてご紹介します。

オンラインイベント※

「屋久島TRIP」について
（※第5回までのイベント名は「屋久島ナイト」）

阪根さんはこれまで数回、日本各地で屋久島のPRイベント

を開催し、関係人口の増加に努めてきました。今春もリア

ルでイベントの開催を予定していたいましたが、新型コロ

ナ感染症により中止せざるを得ない状況に。屋久島町は来

島自粛を呼びかけ、１年で最も賑わうはずのゴールデンウ

ィークも、例年とは全く異なる静かな連休となりました。

1993年に世界自然遺産に登録され、今も年間約20万人が

2019年9月14日（土）～15日（日）にかけて実施された、「地域・学びあい・入門セミナー」に参加した団体が、

その後、地域でどのような活動をしているのかご報告いただいています。

今回は、「遊漁船さかなのもり」（屋久島）の中島遼さんです。

訪れる屋久島は、経済の多くが観光業によって成り立って

います。2020年、新型コロナ感染症により観光客は昨年比

90％以上の減少。多数の事業者が厳しい状況に直面してい

ることでしょう。

そこで阪根さんはコロナ禍にできる「リアルの代替え案」と

して、オンラインイベントを始めました。これまでにない

新しい試みではありましたが、持ち前のフットワークの軽

さで現地ガイドなど他の事業者も巻き込みます。自身も新

型コロナの影響を受け、厳しい状況であるにも関わらず、

常に前向きに取り組む阪根さんに私も励まされました。屋

久島経済新聞で取材したことがきっかけ（記事はこちら）で、

私も運営メンバーとして関わるようになります。

これまでに開催した
屋久島TRIPオンラインイベント
2020年4月25日 第1回　屋久島ナイト

2020年5月10日 第2回　屋久島ナイト

2020年5月21日 第3回　屋久島ナイト（メディア掲載）

2020年6月27日 屋久島ナイト～水滴る屋久島の森へ～

  （メディア掲載）

2020年8月1日 屋久島焚き火ナイト

2020年9月12日 屋久島TRIP～安房川リバーカヤック編～

オンラインイベントと
地域づくりについて
私も阪根さんも好奇心が旺盛で、新しいことに挑戦してみ

たいというのもありました。初めはオンラインはあくまで

「リアルの代替え案」で、リアルに勝るものはないと思って

いましたが、回を重ねていく中で、オンラインだからこそ

の利点を発見することができました。

私が感じたオンラインならではのメリット
◦移動時間をかけずに全国、全世界どこでもつながること

ができる。

◦現地までの移動にかかる費用が不要になる。

◦じっくりと思いを伝える（知る）ことができる。

◦来訪前、来訪後と長期的な関係づくりに活用できる。

◦他事業者との協働が実現しやすい（例えば宿泊施設とガイ

ドの連携など）。

「漁師の暮らし体験宿　ふくの木」の外観 「まちづくりLABO」の様子

「屋久島サウスビレッジ」でゲストと交流を楽しむ阪根さん（中央）

オンラインイベント「屋久島ナイト」の様子

リアルで開催した屋久島のPRイベントの様子
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メリットを並べてみると、地域づくりに生かせるポイント

がたくさんあることがわかりました。私たちはオンライン

イベントを開催したことで、単なる「リアルの代替え案」と

捉えるのではなく、オンラインだからこそ伝えられること

があるということを実感しました。オンラインとリアルを

どちらも活用することで、それぞれの地域の関係人口を増

やせる可能性が上がるのではないでしょうか。

屋久島の観光業を継続していくための選択肢の一つとして、

今私たちができることに前向きに取り組むために、今後も

オンラインの可能性を探っていきたいです。

その他に開催したオンラインイベント
2020年５月31日 遊漁船さかなのもり　

 屋久島の森と海のつながりを感じる

 オンラインツアー

2020年５月31日 Remote Travel 最終夜！

 “屋久島サウスビレッジ” ＠屋久島

2020年８月12日 ゲストハウスどうなる？

 全国の「Hostel Life」加盟宿の

 オーナーが今考えていること Vol.3

2020年８月15日 itinerary オンラインツアー 

 in 屋久島 ふくの木

2020年８月26日 離島ワーケーションのすすめ

 ～都市から離れた場所で、

 旅をしながら働く～

【参考】
◦「屋久島の観光業の持続とオンラインイベントの可能性」

http://platform.dear.or.jp/learning/1911/

◦漁師の暮らし体験宿　ふくの木

　https://www.yakushima-fukunoki.com/

◦遊漁船さかなのもり

　https://www.facebook.com/sakananomori

◦NPO法人HUB&LABO Yakushima

　http://hublaboyakushima.mystrikingly.com/

◦屋久島サウスビレッジ

　https://yakushimasouth.wixsite.com/south

◦第3回　屋久島ナイト（メディア掲載）

　https://www.footprints-note.com/topics/6066/

◦屋久島ナイト～水滴る屋久島の森へ～（メディア掲載）　

https://ritokei.com/pickup/c200528

◦屋久島焚き火ナイト　https://yakushimatakibinight.

peatix.com/%EF%BB%BF

◦屋久島TRIP ～安房川リバーカヤック編～

　https://yakushimatrip-riverkayak.peatix.com/

◦山へ、海へ。オンラインを駆使して島と人の心をつなぎ

とめる屋久島の動き【コロナに負けるな！】（離島経済新聞）

https://ritokei.com/pickup/c200528

イベントの終盤、参加者全員で集合写真をパシャリ

※本稿は、DEARプラットフォーム掲載のブログ「持続可能な地域づくりの
ための『学びあい』実践事例⑨：屋久島の観光業の持続とオンラインイベン
トの可能性」を一部修正の上、掲載しています。内容は掲載された2020年
11月の時点の状況であり、現在コロナの影響で活動内容に変更が生じてい
ることをご了承ください。

持続可能な地域づくりのための「学びあい」実践事例

・「持続可能な地域づくりのための
地域資源『見える化』ウォーク」と
・「マップ作りを通して変化した、
まちの見え方・暮らし方」
～コロナを経てふりかえる
（八王子市民のがっこう「まなび・つなぐ広場」）

持続可能な地域を描く
わくわくマップ作りプロジェクト
八王子市民のがっこう「まなび・つなぐ広場」では、2017年

秋から「持続可能な地域を描くわくわくマップ作りプロジェ

クト」を実施しました。もちろん新型コロナウイルスで世界

が一変するとは夢にも思っていなかった頃です。

八王子は東京都の最も西側に位置し、かつては絹織物の街

として繁栄していました。現在は昔ながらの商店は減りつ

つあり、都心への通勤圏としてのベッドタウン化が進んで

います。

プロジェクトチームの私たちも八王子に移住してきた新住

民であり、暮らしている地域のことをもっと知りたい、フ

ェアトレード等がどこで買えるかなど、持続可能な暮らし

につながる人やスポットを見つけたい、地図として見える

化すれば、他にも同様の情報を求めている人の役に立つの

ではないかと企画したのですが、思った以上に発展的なプ

ロジェクトになりました。

どんなマップにするか、何を掲載するのか、ゼロから参加

者と共に見つけていこうと参加型ワークショップの連続講

座を企画、完成形は主催者自身もわからない期待と不安が

入り交ざる状態でスタートしました。が、持続可能な地域

まちの魅力を探して話し合いを重ねた

真鶴出版さんが来てくれた マップについての話しあい
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や八王子の資源とは何か、それぞれが持つイメージを共有

してみたら、まちの見え方は人それぞれ多種多様で、広大

な八王子のどこをどうマップに描けばいいのかわからなく

なってしまいました。

模索する中で、偶々ご縁があった真鶴出版（神奈川県真鶴町

にて独自の地域資源マップを作成していた）のお二人に来て

いただき、ワークショップを実施しました。出てきたキー

ワード「主観的」から、自分たちが作る地図は「自分たちにと

って魅力的で持続してほしい地域資源」を発信するもの、全

八王子ではなく小さなエリアでもいいことを実感し、方向

性が定まっていきました。

地域資源『見える化』ウォーク
その後実施したまち歩きは、２つのチームに分かれて半日

歩きました。筋書きのないまち歩きは発見の連続で、知ら

なかった八王子が見えてきました。

その後、改めて何を地域資源として「見える化」するのか話

し合いを重ね、個性豊かな新旧の個人商店、市民活動のス

ペースや福祉作業所、まちをつなぐ大通りなど、掲載する

場所やエリアを選んでいきました。

その過程で、大量の情報や均一なモノがあふれる社会で、

効率や目的に縛られないで「歩く」ゆとりを自分たちも失い

かけていることや、まちなかに息づく長年の営みに改めて

気づき、ここにある充足感を発見しながら顔の見えるゆる

やかなつながりを作りたい、住み続けたくなる地域の魅力

を発信したい、と「つづく地図」を完成させました。

マップ作りを通して
完成した地図は掲載スポットを始め、つながる場所に置き、

人に渡し、時折地図を使ったまち歩きをするなど発信を続

けました。

2019年には八王子の別のエリアで「つづく地図」第２号を作

ろうと動き始めていたところ、コロナ禍が発生したことも

あり、年度内に完成させることができぬまま、今に至って

います。

このプロジェクトを経て自分自身もまちの見え方や暮らし

方が大きく変わりました。スーパーよりも個人商店を利用

したり、日頃から歩くことで見えていなかった地域の風景

を発見したり、暮らしの範囲がより狭く、より濃厚になっ

たと感じています。

プロジェクトを始めるにあたって漠然と持っていた自分の

ライフスタイルへの違和感や持続可能な社会を実現したい

という気持ちは、プロジェクトメンバーとのまち歩きや度

重なる話しあいを通して、言語化され、明確になり、また

地図という形になったことで、その後の暮らし方のヒント

を形に残すことができました。

一人では絶対に作ることができなかった「つづく地図」、ゼ

ロから始めて形になった一連の過程はまさにメンバー同士

の学びあいの実践であったと感じています。そして、この

ような参加型で一人ひとりの思いや価値観を共有しながら、

「自分にとっての地域」を言語化していくことが、私たちの

「地域づくり」として大切なのではないかと感じました。

コロナを経てふりかえる
コロナ禍の中、今あらためて「つづく地図」を作った意義を

感じています。密になる大型スーパーよりも開放的な空間

で地域の情報や近況などの会話ができる個人商店のありが

たさを実感したり、遠出をせずに暮らす中で生活に必要な

身近なスポットを知り、私にとっての地域の豊かさをあら

ためて実感したり。

コロナを経て、満員電車で都心に通勤すること、効率や生

産性重視の社会のあり方への疑問から持続可能な暮らしの

実践にシフトしている人が増えてきたように思います。今

だからこそできること、今こそ考えたいことを、「つづく地

図」第２号の作成を進めながら、話し合い、学びあい、あら

ためて自分たちの「地域」を考えていきたいです。

〈プロジェクトメンバーのAさんの声〉
　あの最初の町歩きの直後は、この楽しさをどのように地

図に落とすか、落とせるか？とワクワクしました。でき

ればそんな町歩きを最低数回やって、みんなで共有して

地図に落とし込めたらもっとよかったなと思います。実

際はみんながそろって集まれるのは、かなり難しいから

理想かもしれないので、一人一人が心がけて、町歩きを

してもっと色々な情報をもちよれたらよかったという感

じかなぁ。

　その後もひとりで町歩き、発見を続けたり、同じ店にま

た訪ねたりして、つながりと愛着みたいなのができるよ

うにやっているメンバーもいたけれど、ほんとはそこま

まち歩きの様子（まちの人と話す）

チームに分かれたまち歩き、集合してシェアの様子

完成した地図の中身完成した地図
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でみんながもっていけたらよかったです。

　地図のテーマについて話しあった、あれは面白かった。

実際は話しあいの時に出たものより少し広がってしまっ

たかもですが、けっこういいものが出ていましたね。結

の会（注１）での作業（※刷り上がった地図を折る作業と結

の会の和紙で作った鳥のマスコットを貼る作業を、結の

会のメンバーさんと地域の大学生さんと一緒に行いまし

た）も、楽しかったです

　地図レイアウト的にも、もっとわかりやすく、できたん

じゃないかなぁとか反省もいっぱい（やっぱし手描きの地

図が好きなんだけど、時間がかかるね、、、）。それと、当

初の目標の八王子をもちっと好きになれたらなというの

は、自分の中に、「八王子がこうだったらな」という自分

なりのイメージも大事なんじゃないかなと思います。コ

ロナの中で、グローバルでなく、ローカルだ～～！！！

と再認識したんでまたいろいろ考えていきたいです。

（注１）結の会（「NPO法人結の会」）：1984年に様々なハンデ

ィのある人たちが地域で共に暮らし、働き、生きていけ

る場を作りたいと出発した八王子の福祉作業所。今回の

地図作りに結の会のスタッフが参加。まなび・つなぐ広

場のプロジェクト「くらし・つなぐ広場」では結の会のジ

ャムを定期販売している。

【参考】
◦「持続可能な地域づくりのための地域資源『見える化』ウォ

ーク」と「マップ作りを通して変化した、まちの見え方・

暮らし方」～コロナを経てふりかえる

　http://platform.dear.or.jp/learning/2121/

◦八王子市民のがっこう「まなび・つなぐ広場」

　http://www.gakkou.org/

◦真鶴出版　https://manapub.com/

◦結の会（「NPO法人結の会」）　http://npoyui.com/

持続可能な地域づくりのための「学びあい」実践事例

学びあいフォーラム、その後
（にいがたNGOネットワーク国際教育研究会	RING）

後、私たちはどうなっていたいのか？」など、メンバーの頭

とハートを集結させて、ビジョン、ミッション、重点活動、

連携計画を考え続けました。RINGという愛称を決めたのも

このときでした。

プログラムの中で、私たちはRINGのあるべき姿を表現する

１つのモデルとして「歯車モデル」を考えました。それは、

連携の重要性を描いたモデルです。私たちの母体であるに

いがたNGOネットワーク内には、県内の国際協力NGO団体

が集って情報交換やイベントの開催を行っています。また、

JICA新潟デスクや新潟県国際交流協会といった組織もRING

にとっては身近な存在です。こうした繋がりを活かすこと

で、「新潟県内において持続可能な社会のための担い手、お

よび教育実践者を増やす」という私たちのビジョンを体現で

きると思い、RINGの活動において大事な視点となりました。

【前編】
“RING”に込めた私たちの思い
～輪・話・和・人々の心や社会に響く～
国際教育研究会は、「持続可能な社会づくりに向けた人材育

成と教育現場での国際理解教育の推進・連携強化」を目的と

して、特定非営利活動法人にいがたNGOネットワーク内に

設置された研究会です。JICA教師海外研修OBOGである5

名程で現在の形で運営を担うようになり、その後“同志”が

毎年増え続け、会の運営メンバーは現在25名となりました。

2017年に「学びあいフォーラム」に参加し、全国の諸団体と

１年を通して、よりよい地域社会づくりのための活動の方

向性を考えました。フォーラムを通して「何のためにセミナ

ーをするのか？」「なぜネットワークが必要なのか？」「数年

鳥を一枚一枚貼り付ける

結の会にて会のメンバーさんと地元の大学生と一緒に作業

※本稿は、DEARプラットフォーム掲載のブログ「持続可能な地域づくりの
ための『学びあい』実践事例⑩：持続可能な地域づくりのための地域資源『見
える化』ウォークとマップ作りを通して変化した、まちの見え方・暮らし方
～コロナを経てふりかえる」を一部修正の上、掲載しています。内容は掲載
された2020年11月の時点の状況であり、現在コロナの影響で活動内容に変
更が生じていることをご了承ください。

写真①：2017年度学びあいフォーラム参加時に作成した「歯車モデル」。多様な人・機関との協働からムーブメントを起こす、という考えが表され
た１枚です。
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だな」と気づいたり。それを楽しみながら模索しているメ

ンバーに出会えたことで、自分自身が変わることができ

た。（宮：JICA新潟デスク）

□各々がそれぞれの場で活躍していて（SDGsを広める、質

を高める、活動範囲を広げる等）、自分も自分の場ででき

ることをしよう、と刺激をもらえる。地域や校種やフィ

ールドは様々で、各地でメンバーが頑張っているのを聞

くと、私も頑張ろうと思える。人との出会いが財産にな

った。（石塚：高校教員）

RINGの活動を通じて、
自身の中で起こった「学びあい」はあるか
□同じくらいの子どもを持つ親や職場の同僚との間である

と感じる。子育てを通じて国際理解教育を実践し、その

姿を見せることに親仲間は賛同し、関心を持ってくれた。

でも自分はどのように実践したらよいかわからないとい

う声も聞いた。だから、まずは親（自分）が日々の生活の

中で、世界との繋がりや持続可能な社会づくりを意識し

た生活を子どもや周囲に示すようにすることをより心掛

けるようになった。（落合）

□私にとって、RINGは出会いの場、繋がりの場というのが

大きい。RINGをきっかけにいろんな学校の先生と繋がる

ことができて、昨年はその縁が一つの大きなプロジェク

トを形にする成果にも繋がった。この経験は、現場の先

生とワークショップを作る楽しさや自身のやりがいに気

づくきっかけにもなった。また、このプロジェクトを通

じて、ワークショップを作る大学生とそれを受ける高校

生、そして派遣校の先生方との間の相互に学びが生まれ

たと実感している。（中原：国際交流ファシリテーター推

進員）

□RINGのセミナーをつくる・参加する、RING以外のセミ

ナーに参加する、個人でSDGs関連のイベントを企画する、

このような行動を自分から起こすようになった。それら

を通じて、中高生や大学生の熱い思いに触れたり、何か

　ら始めたらよいか悩んでいる企業の葛藤に触れたり、「も

っと知りたい」という声をかけてくれる友人がいたり、そ

れぞれの思いやニーズを知るたびに、自分の学びたいこ

とも増えていった。自分も止まない学びのサイクルの中

にいると感じている。(脇坂)

□メンバーや参加者それぞれの環境や属性（年齢や専門分野

など）の違いから、同じような目標を持っていてもそれぞ

れが関心のある分野や取り組み方に違いがある。繋がり

合うことで、別の人のレンズを通して課題を見ることが

でき、自身の学びにも繋がっていると感じる。（宮）

□RINGのセミナーで学んだことを自分なりに解釈して勤務

校で伝えたり、自身の考えの修正に至ったり、新しい価

値観が芽生えたり、私が学んだことを生徒へ伝え、生徒

が学んだことを下級生へ伝え、活動の継続性が担保され

て繋がっている。（石塚）

インタビューから感じたことは、RINGの存在が自身の成長・

エンパワーメントに繋がり、行動を起こす勇気になってい

るということです。「学びのサイクル」という言葉が出てき

ましたが、仲間の行動や発信から学び、それを自分なりの

形でアウトプットしていく、という連鎖反応は、小さな力

ではありますが、きっと社会を変革する力になっていると

思っています。

また、セミナーの開催地を全県（上越・中越・下越・佐渡）

へ広げ、それぞれの地に合ったテーマでセミナーを展開す

ることで、多様な立場の参加者と出会うことができ、人と

の繋がりも広がっていきました。

当初は、教員同士のネットワーク構築がRINGの大きな目的

でした。しかしながら、学びあいフォーラムを通じて自分

たちのビジョンやミッションを再構築し、実践を重ねた結

果、私たちのような地球規模で物事を考えながら足元から

行動を起こすきっかけを創るオーガナイザーを地域も必要

としている、ということを実感しました。学びあいフォー

ラムへの参加はRINGにとって大きな転機になったと思いま

す。

RINGにとって、身近な機関との連携、そしてセミナーを通

じて出会う多様な人との学びあい、この２つはどちらも「創

造」の場であるような気がします。連携や協働から、さらに

「やれそうなこと・やってみたいこと」が生まれました。多

様な人と学びあう時間の中から、地域への思い、教育への

思い、社会の担い手としての思いが生まれました。それら

が、個人や団体の次へのステップへと繋がっています。愛

称のRINGには、輪（繋がり・ネットワーク）、話（人々が対

話する）、和（互いに手を取り合って協力する）など様々な「わ」

の意味が込められていますが、持続可能な地域づくりを実

現する鍵は、まさにそうした「わ」を持って多様な人との学

びあっていくことなのだと思います。

【後編】
「わ」の中で学びあう

RINGの活動を重ねていく中で、強く感じるようになったこ

とがあります。それは、私たちが創る学びあいの「場（セミ

ナーやイベント）」の中だけでなく、このRINGという輪（話・

和）自体に学びあう関係性ができているということです。

 

後編では、実際に、RINGメンバーに聞いてみた「RINGの活

動を通じた変化や学びあい」を紹介します。

これまでのRINGの活動を通じて、
あなた自身にはどのような変化があったか
□自分にとってのRINGは“勇気の源”。RINGと出会う前は、

「世界平和や環境問題、児童労働等の話をする俺って変わ

ってるかなぁ。」と思うこともあった。今は志を同じくす

る仲間がいるから前に進める。（落合：消防士）

□これまでRINGの活動を通じてたくさんの人と意見を交流

させてきたことで、多様な考え方に触れた。このおかげ

で今、私は等身大で国際理解教育や環境問題について自

分の言葉で語れるようになった。そして、変化もあった。

RINGの活動に関わるスタートは「仕事として」であったが、

今は、私にとってのRINGは仕事とも遊びとも異なった広

がりのある存在となっている。（脇坂：塾講師）

□「持続可能な社会づくりってちょっと難しいこと？もしく

は何かを我慢しなきゃいけないこと？」という気持ちから、

「楽しいこと、ワクワクすること！」というマインドに変

わった。自分の生活や今の世界を見つめ直したり、考え

直したり、「こんな考え方もあるのか、こんな人もいるん

写真②：にいがたフェアトレードフェスティバル（2019年10月）に
参加。セミナーを開催するだけではなく、このような地域のイベン
トやセミナー等へも参加・協力しています。

写真③：2020年度新たな試み！ RINGのロゴを決めました。このロ
ゴには、「わ」（輪、話、和）を大切にしようという思いと人々の心や
社会に響く（ベルを鳴らす）活動をしようという思いを掛け合わせた
意味で「RING」が描かれています。

写真④：「Let’sコラボレーション！地域×
教育×SDGs」と題したセミナーを佐渡で開
催しました（2019年11月）。DEARさんから
教育をテーマとしたワークショップもして
いただきました。
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2020年度は、新型コロナウイルス感染拡大を受け、「セミ

ナーを開催する」ということについて白紙の状態から考えま

した。「できない、やらない」ではなく、「どんなことならで

きるか」ということからのスタートでした。もう１つ、「無

理をしない」ということも頭にありました。結果として、オ

ンラインという形でセミナーを企画し、年５回実施してき

たものを３回としました。うち１回は、昨年度に反響が大

きかった佐渡地域にスポットを当て、佐渡の“グローカリス

ト”たちによる「SDGs×SADO リレートーク」を実施しまし

た。教育と地域とSDGsが掛け合わさり、それぞれの実践

のフィールドで「持続可能な社会づくりに向けて自分には何

ができるか」といった具体的な視座を与えてもらえた回とな

りました。

オンラインでのセミナー開催には、県外や海外からも参加

者が増えたり、移動時間などの運営側の負担も軽くなった

りといった利点もありました。また、「アットホームで安心

して学ぶことができた」という参加者からの声はオンライン

でもこれまでと変わらずにあり、心が温かくなりました。

それが参加者と対話しながら一緒に学びあうスタイルであ

るRINGの良さなのだと実感できたと同時に、「オンライン

でもできることはある」と前向きな気持ちになりました。

RINGは、RINGを通して出会った人が持続可能な地域・社

会づくりのために行動を起こすような、人々の心や社会に

響く（ベルを鳴らす）活動をこれからも推進していきます。

RINGのFacebookページにて活動の様子を発信しています。

「いいね！」をお願いします☆

http://www.facebook.com/ringniigata/

【参考】
◦「学びあいフォーラム、その後」

　http://platform.dear.or.jp/learning/2257/

◦特定非営利活動法人　にいがたNGOネットワーク

　http://niigata-ngo.jugem.jp/

写真⑤：年度末には、１年間のふりかえりと次年度の構想を練ることを目的に「RING合宿」を行ってきました。みんなで好きなテーマでミニプレ
ゼンしたり夜中まで語らったり、美食と温泉で慰労したり、新たなアイディアが生まれる時間となっています。（今年度はコロナ禍により実施で
きず…）

※本稿は、DEARプラットフォーム掲載のブログ「持続可能な地域づくりの
ための『学びあい』実践事⑪：学びあいフォーラム、その後」を一部修正の上、
掲載しています。内容は掲載された2020年３月の時点の状況です。

学びあいフォーラム
コーディネーターチーム
ふりかえり

2020年10月から翌1月にかけて、「学びあいフォーラ

ム」事業のふりかえりを、コーディネーターチーム全員

で行った。このふりかえりのねらいは、事業の目標を

軸にふりかえりを行い、ここまでの「学びあいフォーラ

ム」事業で達成したことや、残された課題を見える化し、

チーム内で共有することである。さらに、ふりかえり

を受けて今後の学びあいフォーラムの方向性を見出す

ことを目指した。したがって、ここではコーディネー

ターチーム全体の統一見解としてのふりかえりを取り

まとめることを目的とはしていない。

ふりかえりの方法と意見交換の進め方は、まず、個

人作業で「ふりかえりワークシート」（次ページ参照）に

記入し、その内容を１人ずつ発表して共有後、全員で

自由に意見交換をした。

この時、目標を軸としたふりかえりとはしつつも、

その共通の枠組みを、例えば特定の期間や、地域、分

野、活動内容といった形で設定せずに、各々が最もふ

りかえりたいことをふりかえる、という方法を採用し

た。と言うのは、まずは各自が自由にふりかえること

で、特定の枠組みに捉われることなく個々人が考える

重要なことや達成したこと、残された課題、印象的だ

ったことなどを、自分自身の言葉で表現し幅広く出し

合うことを目指したためである。こうして、枠組みを

設定せずに個々人で自由にふりかえる作業からスター

トすることが、その後に今後の方向性を話し合い見出

すためには大切だと考えた。

以下では、チームメンバーそれぞれのふりかえりと、

それを受けてのメンバー間の意見交換を抄録している。
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コーディネーターチームふりかえりの記録

・【資料】ふりかえりシート

事業の成果をふりかえる　※枠の大きさは気にせずに自由記入

学びあいフォーラムの成果目標は、

◦地域の持続可能な開発に関わる教育実践者や事業実施者が、それぞれの地域で、地域づくりのプロセスの適切な

タイミングで、持続可能な開発を後押しする教育・学習の機会や場をつくるコーディネートスキルを身につけ、

それを活用できるようになる。

◦地域のESD実践者が地域の人とともに、地域の持続可能な開発を後押しする、教育・学習コーディネートなどに

ついて、お互いのスキルアップをする機会をもっている。

でした。

❶この成果が達成できたと考えますか？

達成できなかった←　　　　　　　　　　　　　　→達成できた

　１　　２　　３　　４　　５　

達成できたこと／できなかったことは、具体的にどのようなことだと考えますか？

（五段階評価のプラス評価の要因とマイナス評価の要因）

達成できた／できなかった原因として、どのようなことが考えられますか？

❷この成果目標には挙げていなかったことで、成果として考えられることはありますか。

　あれば、なぜそう考えるかも含めて記入してください。

コーディネーターとしての学びをふりかえる

❶学びあいフォーラムにコーディネーターの立場で参加してからこれまで、どんな学びや気づきがありましたか。

　（事業全体に関して／地域において）

❷学びあいフォーラムに参加する中で、開発教育やその実践（者）の役割や可能性、あるいは課題や限界など、

　開発教育に関してあらためて気づいたことや、捉え直したことなどがあれば、それらはどのようなことですか。
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コーディネーターチームふりかえりの記録

ふりかえりの記録①

第１部：事業の成果をふりかえる
　自分の団体内のユース組織が参加しているため、事業全

体のCDNと、ユースに対するCDN と両方の立場で参加し

ていた。

　これまでの活動を通じて、「地域で活動している人たちか

ら学ぶ」という姿勢が、CDN、参加団体共に培われてきた

ことを感じる。お互いを知ること、そして学びあいの視点

で活動を見ること、考えることが、その姿勢を育んできた

とも言える。開発教育と直接的な関わりの有る無しにかか

わらず持続可能な地域つくりを行ってきた方々が全国各地

にいること、そしてその方たちから学んだことによって、

地域を見る視点に変化が生まれた。

　当初、参加団体間の交流、学びあいがなかなか進まない

という声を聞いたが、今年度のオンライン交流、フォーラ

ム等を見ると、CDNの関与なしに行き来が生まれている

ことが窺えた。

　ハンドブックは、CDN、地域つくりを実践している人だ

けでなく、これから行おうとする人たちにとっても有効に

活用してもらえるのではないか。メンバー同士でハンドブ

ックを読み解くことにより、これまでの自分たちの活動を

ふりかえることができ、また持続可能な地域つくりの実践

への第一歩が踏み出せる。「学びあい」とは何か？という質

問への回答に窮した際のお助けブックとしても活用してい

る。

＜参加団体のCDNとして＞
　通算するとユースは４世代にわたって関わったことにな

り、活動の目標、それを達成するための成果等を意識する

ようになった。今年度はコロナの影響があって活動ができ

ていないこともあり、ビジョン、ミッションを見直すと言

っている。また、「自分たちが活動する」ことに目が行きが

ちで、活動する地域やそこにいる人たちに対して関心が薄

かったことにも、学びあいに参加したことで気づくことが

できた。

　ユースは発足して10年となり、当初の理念、活動の変遷

が現在のメンバーに十分に引き継がれていない、コロナ禍

で渡航ができないことでメンバーが集まらないなどの問題

が生じているため、現在、メンバーが歴代のOVにインタビ

ューを行っている。現メンバーはこれまでの活動の経緯や

OVの活動への思いを、OVは自分たちが活動していた頃と

違う今の状況を聴き合うことで、これからの活動の新しい

方向性、OVとの協働の可能性を模索し、持続可能な組織、

活動として再生できるかもしれない。この関わり合いの中

で、OVが「持続可能な開発を後押しする教育・学習の機会

や場をつくるコーディネート」としての役割を果たしてもら

えるよう応援していく。

持っていることは、CDN間で共通の理解となっていただ

ろうか。

◦今までのネットワークとは違う新たな交流の場、参加団

CDN間の学びあい
◦地域、参加、開発等について、CDN間で何度も話し合う

機会があり、そこで提示された考え方に対して、理解し

ようともがき、自分はどう考えているのかを自問する日

　々が続いた。その結果、自分の活動だけでなく、他団体

の活動、実践者を学びあいの視点で見つめ直すこととな

った。

◦始まった当初の話し合いで、CDN側から、（積極的に）開

発教育、包摂、省察などの用語を使わないようにしよう

ということになった。それらの言葉の説明や理解から入

るのではなく、フォーラムをやっていく中で参加者がそ

れらについて話したいとなるまで待とう、ということだ

ったかと思う。果たしてそれが良かったのか？ある時点

で参加者と話し合う機会を設けても良かったのではない

かとも思う。

◦フォーラムに参加しても、「学びあい」を自分の言葉で語

れるようになかなかならない。言語化するのに時間がか

かるため広まっていかないように感じる。「学びあい」と

いうこの実践活動を伝えていく際にどのように伝えてい

くか、CDN間で話し合うことも必要だった。

◦地域つくりは期間を定められない、ずっと続くもの、変

化し続けるのが地域であることを意識することが、学び

あいにおいては大事であるに気づいた。

◦学びあいは、期間を決めての研究とは違うが、研究とい

う行為を含んでいる。しかし、実践研究的な意味合いを

今後やりたいこと
◦膨大な記録が残っている。せっかくなので、まとめ、分

析し記録として残しておく。

◦学びあいフォーラム内で持続可能な地域作りにおける開

発教育の役割、位置付けを確認していく。

◦地域で、NPO支援を行っている人が、自ら学びあいの場

を作った。若者支援（不登校、引きこもりの若者）、環境

教育、ボランティアコーディネーションなど様々な分野

に関わっている人７人が参加。７人が順番で話題提供者

となり、活動分野の現状・課題を話す。メンバーの中に

は地域で市民活動が衰退してきているという危機感を持

っている人も多く、学びあいによりその原因が何である

のか浮かび上がってくるかもしれない。何らかの市民活

動支援ができる組織をつくりたいと思っており、作る過

程において、学びあいハンドブックを活用していきたい。

第2部：コーディネーターとしての学びをふりかえる
学びあいに参加しての個人としての変容：
◦地域に関心を持つようになり、地域で活動している人た

ちと出会う機会が多くなったが、（国際協力という自分の

団体の性格上か）自分が地域の人を知らないことに愕然と

した。地域で活動している人たちは、別の分野であって

もお互いに知っていることが多いことにも気づいた。

◦開発教育で大切にしていることを、活動の中でどのよう

に扱われているか意識するようになった。

◦学びあいでメガソーラー設置反対運動を行っている地域

を訪問。その後もその地域の方と、日本の地域のあちこ

ちで起きている開発問題（メガソーラー、風車、原発のゴ

ミ処理施設、洋上風力発電など）について情報交換するよ

うになった。学びあいでの出会いがなかったら、地域で

起きている問題に対する住民の反応や反対運動にここま

で関心を持たなかったかもしれない。

◦地域で活動している人たちは、持続可能な地域作りを行

なっていると意識した上で行動していることはあまり多

くない。フォーラムでは、持続可能な地域作りを行なっ

ているかどうか、どの点がそうなのかなどを最初に話す

時間を設ける、または、フォーラムに参加する前に、事

前に「持続可能な地域つくり」と自分たちの活動について、

団体内で話し合った上で参加することをお願いしてもよ

かった。

※本記録は、2020年10月から始めた、「学びあいフォーラムコーディネーターふりかえり」のうち、11月7日に実施した「ふりかえりのふりかえり」を話し合う場
での記録を掲載しています。

体同士が学びあえる場をつくろうとしてきたが、ネット

ワークという言葉についてもCDN間で捉え方が違ってい

たかもしれない。
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コーディネーターチームふりかえりの記録

ふりかえりの記録②

第１部：事業の成果をふりかえる
達成度
◦達成度は４にした。コロナがなく、予定通りにできてい

たら５、という考え方。

◦「教育・学習コーディネーター」（2019年度セミナー参加

者）においては、地域におけるコーディネートについて考

えたり、互いに意見交換するという場を設けることがで

きたが、それを活用するという点については、コロナの

関係で、2020年度の事業でフォローアップすることがで

きなかったため、把握ができていないという点で５では

ない。

◦「育成コーディネーター」（2017年度までの参加者）につい

ては、2017年度までの学びあいの事業への参加後、地域

の実践者とともに、持続可能な地域づくりを実践してい

る様子を、CDNによる地域への訪問や、育成コーディネ

ーターによるコーディネーター会議への参加、ブログの

発信などを通じて、ある程度は把握することができてい

ると考えている。

◦一方で、お互いのスキルアップの機会については、2018

年以降の様子については、特に2020年度にコロナ関連で

動きが取れていないため、十分には把握できていないと

ころがある。

◦ハンドブック作成により、前述の教育・学習の機会や場

をつくるコーディネートであったり、それを互いに活用

し合う提案や、そのためのサポートにつながった。その

後の活動については、2019年で実施した入門セミナー

のその後や、ハンドブック活用事例が2020年度にもう

少し見られるとよかった。

◦対象は、５年間（実際は参加した2016年～ 2017年、20

　18年～ 2020年現在）で、対象となる動きは、集合研修（学

びあいフォーラム）、セミナー（入門セミナー）、その後

今後どうしたいか
◦助成金事業がゆえ、いつ何を何回しないといけないとい

った、縛りがどうしてもある。学びあいの本質は、地域

の様子に合わせてやるべきだが、特定の時期にプログラ

ムをやらざるを得ないこともあった。学びあいの特性と

して、参加者やCDNの現況や、希望に応じて柔軟に、長

の地域訪問（参加団体による地域間訪問と、CDNによる

フォローアップを含む）、および地域からの報告（ブログ）。

原因
◦2020年度に集合研修の実施及び、フォローアップができ

ていれば、どのように「コーディネートスキル」が活用さ

れたか、その後の地域内でのスキルアップの様子などが

把握できたと思うが、コロナにより、集まって様子を皆

で共有したり、直接訪問ができない中、また活動が当初

の計画通りに実施されていない中、変化を見極めること

が難しかったため（活用やスキルアップがあっても、把握

できていない部分もあると考える）。

そのほかの成果
◦地域内だけではなく、参加地域間の交流が教育・学習の

機会や場をコーディネートをする上で役立ったこと（特に

2016年～ 2017年）。

◦2020年度の各活動のアウトプットとしては計画とは違う

動きになっているが、オンライン学びあいの形で、地域

の実践を語る中で、これまでの実践とそのコーディネー

トを結果的にふりかえりはできているのではないか。

◦何のための地域づくりで、地域の関係性の中でどのよう

に学びの機会や場を設ける工夫をしたかなどのお話は、

参加者の気づきをもたらし、「スキルアップ」につながっ

ているとも言えるのではないか。

◦学びあいコーディネーターチームの学びが多かったこと。

CDN会議を幾度も重ね、プログラムを検討し、地域で開

発教育を実践することについて、各地域のありように合

わせて試行錯誤を重ねた結果は、DEARとしての蓄積と

して大きいと考える。記録も膨大に残っている。

いスパンで展開できるとよいと思う。

◦助成金があるから、集合研修への招待や、地域へ直接足

を運ぶ、ということができた。

第２部：コーディネーターとしての学びをふりかえる
コーディネーターの立場として
◦事務局の担当であったが、大きくはこの事業のコーディ

ネーターでもあるという認識でもあったが、参加者との

研修の場面などでは、「学びあいコーディネーター」とし

て発言をするのは難しい時があり、使い分ける場面があ

ると感じた。

◦事務局として、いろんな方面に端的に事業の説明をする

必要があることがあったが、うまくできないことがあっ

た。事業の性質上、地域の実践や語りを共有されないと

理解が深まらないので、自分の役割としては、それを案

内・共有していくことが、この事業そのものでもあると

感じている。

開発教育に関して改めて気づいたこと
◦持続可能な地域づくりを後押しする学びという言葉を使

ってきたが、それは開発教育のリアルな地域や社会での

実践である、ということを再認識していった。地域の実

践を通じて身をもって、また徐々に理解が深まりつつあ

ることを、ふりかえることで感じている。

◦教室内などで行われるワークショップは模擬であり、そ

こにとどまらず、開発教育を実践していくということは、

開発教育の意義は、実際の地域や社会に参加し、そこに

ある様々な開発問題と向き合い、どうよりよい社会づく

りに貢献していくか、ということであることを再認識し

ている。

◦一方で、DEARが地域の実践にどこまで寄り添っていけ

るかということには、人員的にも限界があると残念なが

ら感じている。集合研修での場の提供などは今後もでき

るが、一歩踏み込み、寄り添いながらやっていくことを

今後どこまでできるのかということは、一つは現実的な

ところがクリアされればよいと思うが、その方法が分か

らないでいる。一方で、今回の学びあいCDNの試行錯誤

を重ねた蓄積が参考になるとも感じている。

第３部：その他のふりかえり
◦別の事業に参加する中で、学びあいでのコーディネーシ

ョンについて一歩下がって考える機会ができた。開発教

育の実践のためには、おそらくファシリテーションを含

む、コーディネーションが必要になるのだろう、という

ことを自分なりに感じている。

◦DEARに関わる団体では、初めて開発教育を知った、ずっ

と開発教育を実践している、という期間だけに限らず、

いろんな実践の段階や取り組みの実践者がおり、そうい

った多様な段階が当然ある中で、学びあいフォーラムと

して何を対象とするのか、改めて考えることも今後の学

びあいのヒントになるかもしれない。

メンバーとの意見交換
◦地域の団体とどこまで付き合うのか、ということは事務

局からよく聞かれたこと。DEARがやっていることが難

しいのは、仕事として100％捉えるのか。地域の人との

付き合いは極端な話、一生。地域の人がいる限り付き合

いが続くと考えるのか、それとも、仕事として割り切っ

て、特定の期間だけやりとりをすると考えるのか、とい

うのもあるということを改めて思った。その辺もあいま

いだった。それぞれの立場でみんな関わってきたと感じ

た。

◦事務局の担当としての参加、コーディネーターとしての

参加。意識してやっていたのか？切り分けていたのか？

→研修の場面になると切り分けていた。グループに途中か

ら入ることもあり、両方兼任するのは難しいと感じた。

◦事務局の立場は、情報を提供するとういことか？

→それもある。特に集合研修の場で、途中からコーディネ

ーターとしてグループのファシリテーションに入るとき

は難しいと感じた。

◦コーディネーターのチームであるが、コーディネーター
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としての立場は、参加者との関係性の違いもあるので、

皆一様ではないと感じた。事務局、それぞれ、バックグ

ラウンドがある。自分がどこまで意識するのか。

◦DEARとの関係が大きい。DEARのポジション。自分は会

員。DEARとの関係も反映していると思う。

◦みなのふりかえりシートを事前に読んだときに、このふ

りかえりを最後に読んだ。こんなにたくさんやってきた

コーディネーターチームふりかえりの記録

ふりかえりの記録③

第１部：事業の成果をふりかえる
　私は学びあいフォーラムに2016年度、2017年度は参加

者として、2019年度からはコーディネーターとして参加し

た。事業の成果については、主に参加者としての立場から

ふりかえる。

参加者として達成できたこと・できなかったこと
　「八王子市民のがっこう　まなび・つなぐ広場」は、東日

本大震災を契機に「未来の人たちに手渡せる社会を選びとる

こと、学びを通じて自治と共同の地域をつくっていくこと」

を目指して立ち上げられた、市民の有志による団体である。

私は2015年の講座に参加したことをきっかけに、運営に携

わるようになり、今に至っている。メンバーの興味関心に

より様々な講座やプロジェクトがあるが、私を含む３名の

チームは、フェアトレードについてもっと学びたいという思

いから、様々な講座や企画を実施してきた。学びあいフォ

ーラムにはこのフェアトレードチームとして３名で参加した。

　成果目標の達成度については、５段階評価で３をつけた。

ふりかえっていくと、できたことよりもどうしてもできな

かったことの方を考えてしまい辛めの点数となった。

　できたこととして挙げられるのは、2017年度のマップ作

りプロジェクトである。フェアトレードが買える場所や地

域の魅力的な場所や人を可視化したいという漠然とした思

いがあり、学びあいフォーラムに参加したこの機会にやっ

てみようと考えた。コーディネーターや参加者の様々な方

と話し合いを重ね、漠然とした思いをより具体的な思いと

して言語化していった。なぜマップを作るのか、何を載せ

るのか、誰に使ってほしいのか…問いに答えられないと苦

しい時もあったが、様々な視点を持つ人々とのやりとりを

通して具体化してくことに喜びを感じた。その経験を地域

に持ち帰り、マップ作りの参加型講座として生かしていっ

た。確かに辛いことはあったが、辛いからこそ引きあげら

れたとふりかえって感じる。当初コーディネーターはコー

チのような存在だと思っていたが、長く関わって、コーデ

ィネーターも学びあう存在だったと気がついた時に、学び

あいフォーラムは面白い仕組みだと思った。

　できなかったこと、今感じる課題は継続性である。学び

あいフォーラムの中でアクションプランシートを作成した

が、フォーラムを離れた後、日常に取り入れて自発的にや

るまでに至っていない。まなび・つなぐ広場は有志の団体

で、自分たちのチームはチームで動いているが、組織体制

そのものはかっちりしていない。それぞれの仕事や生活が

あるので、無理なく長く持続可能にやっていこうという多

分お互いの言語化してはいないが暗黙の了解があるから、

絶対にやろう、こうしていこうとやっていない部分もある。

一方でアクションプランシート等を作ることでできること

が増える、計画的に動くことで達成できることが増えてい

くのは確かである。やってみると思い出すけれど、そうい

う場にいかないと目の前のことでけっこういっぱいになっ

てしまっていたと感じた。

フォーラムに参加する意義
　学びあいフォーラムの集合研修で他の地域の参加者やコ

ーディネーターとのやりとりをすることによりモチベーシ

ョンが上がり、気がついていなかったことや自分たちの思

い込みを他からの視点を得て更新していくことができた。

日頃の自分たちの活動ではなかなか話し合えないこと（目の

前の活動についてだけではなく、そもそものミッションや

目指す持続可能な社会についてなどの大きなこと）を言語化

し、学びあい、刺激し合うことで、さらに活動の質が高ま

ったと思う。そのような機会を自分たち自身で作るのは難

しいので、地域から離れる、他の地域で様々に活動する人々

が集まる空間を作ったのは学びあいフォーラムの大きな成

果である。コロナ禍の今、対面で出会うことが地域内でも

難しくなっている中で、オンラインで地域を超えてつなが

る場を作るのは、DEARだからこそできることがあるのでは

ないかと思う。

と思った。自分に対して評価が低かった。もう少し高く

つけてもよかったと感じた。ふりかえりそのものが、自

分に返ってくるものもあるが、外向きに評価する場合に、

自分にシビアだったり、今年度できなかったことにウェ

イトを置いた評価になっていしまっていた。長く見ると、

３～４くらいつけてもいいのかなと感じた。

※本記録は、2020年10月から始めた、「学びあいフォーラムコーディネーターふりかえり」のうち、11月7日に実施した「ふりかえりのふりかえり」を話し合う場
での記録を掲載しています。

第２部：コーディネーターとしての学びをふりかえる
　2019年度より、自身の地域の活動を継続しつつ、コーデ

ィネーターチームに参加した。一人一人異なるコーディネ

ーターの方々とのやりとりを通して、異なる他者と共にプ

ロジェクトを進めていくことの難しさと面白さを体感した。
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それぞれの価値観の違い、物事の考え方や進め方の違い、

時間や環境の制約がある中で、お互いを尊重しながら合意

形成していくことの喜びと難しさについて、あらためて考

えさせられた。「学びあいフォーラム」とは何かを根本的に

話し合う機会や時間がなく、目の前のやることに追われて

いて、疲労感、消化不良感、ストレスがあった（特に未知の

事態に遭遇した激動の2020年）。とはいえフォーラムの年

間計画を進めていくために必要なことを話すだけでも相当

の時間とエネルギーを要していたので、それ以上の時間と

エネルギーを割けるかというと実際問題は難しく、どうす

ればいいのか葛藤があった。

　地域の課題はまさに自分がなんとかしたい事（自分事）で

あるので、開発教育の目指す「望ましい開発のあり方を考え、

共に生きることのできる公正で持続可能な地球社会づくり

に参加すること」を、学びあいフォーラムに参加する団体は

実践していると感じた。一方で、開発教育の参加型ワーク

ショップでも感じることであるが、限られた時間とエネル

ギーの中で物事を進めていかねばならない現実がある中で、

丁寧な話しあい、合意形成をどう実現していくのか、あら

ためて難しいと感じた。

他コーディネーターとのやりとり（コーディネーター：Ｃ、回答者：Ａ）

Ｃ「時間に追われているという話があったが、自分なりに気

をつけたり工夫したりしていることはあるか？」

Ａ「合意形成は簡単にはいかないという前提を持つこと。強

引に決めつけないようにとは思っているもののどこかで

決めなくてはいけないタイミングやリミットがあるが、

それでも丁寧にできているかを問い続ける必要がある。

チームではお互いにおもんぱかりながら日々活動してい

る気がする。それぞれのキャラクターで、私はここは頑

張るところとかをそれぞれが考えながら自分の力を発揮

しているのではないかと思う。その点について話し合っ

たことはないが、言語化したら面白いかもしれない。」

Ｃ「自分の役割をそれぞれが意識しているということか？」

Ａ「少なくとも自分は意識している。自分ができることをや

る、できていない人を怒らない、責めない、というのが

暗黙の了解になっていると感じている。」

Ｃ「地域で活動するということには今のような話が共通して

あると感じるが、どうか。」

Ａ「活動を通して感じたことや経験したこと、ひとつひとつ

のエピソードが大切だと思っている。スキルというのと

は違って、実感を伴っていること、あるあるな部分とい

うのか。地域で活動する際のあるあるを紡いでいくこと

が大事なのかもしれない。」

Ｃ「『あるあるを紡ぐ』は新しい表現。」

Ａ「自分でも思いがけず出た言葉。問いかけられると、はて

…と考えていく。問われること、第３者の存在はすごく

大事だと改めて思う。自分では思っていなかったが、他

者から見るとそんなにすごいことだったのかと気づかさ

れる。」

Ｃ「2019年からCDNとして参加して、学びあいや関わり方

などについて変わったことは何かあるか。地域を抱えな

がら、CDNになることにどう感じているか。」

Ａ「変化についてはまだ実感がないというか、自分でもはっ

きりわからない感じがある。地域を抱えているという意

識はあまりない。CDNとは何か、どうあるべきかは自分

の中でずっと疑問というか抱えている課題。とはいえ、

私が地域で活動しつつCDNとしてここにいる意味は何

かあるのだろう、私だからできることがなにかしらある

に違いない、いや、あるかもしれない、というような気

持ちでいる。」

【補足：自身の語りとやりとりを
改めて聞き直してみて感じたこと】
◦短期間のプロジェクトや誰かが用意したプログラムとは

違い、地域で動くということは誰が内容を決めたわけで

もなく、又絶対のルールや最適なやり方もあるようでな

い。だからこそ難しいし、楽しい。

◦そのような中で、人間関係を慮りながら、コミュニケー

ションのあり方を工夫し、持続可能な活動の在り方を言

語化はせずとも絶えず模索しているのだと感じた。

◦手法やスキル、一律のやり方が地域で必ずしもうまくい

くわけではないが、一方で、そういったものが有効に働

くことも大いにありうる。DEARが持つ様々な知見やリソ

※本記録は、2020年10月から始めた、「学びあいフォーラムコーディネーターふりかえり」のうち、11月7日に実施した「ふりかえりのふりかえり」を話し合う場
での記録を掲載しています。

今後について
考えていきたいことは以下の４点。

①地域の学びをコーディネートするとはどういうことか？

②コーディネーターとはどのような立場であったのか？何

を目指すのか？

③学びの場を作りつつ、コーディネーターが持続的に学ん

ース（手法や人）がうまく組み合わさって化学反応が起き

るのは面白い。

でいくための仕組みはどうすればよいのか？

④DEARが持つもの（提供できるもの）とは何か？ DEARだ

からこそできる持続可能な地域づくりのための学びあい

の場づくりとはどのようなものか？
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第２部：コーディネーターとしての学びをふりかえる
◦自分が、学びあいの事業に関わってきたのは、自分自身

が学ぶこと、得るものがあったからだと言える。他のCDN

メンバーはどう位置付けていたのだろうか。

◦助成金事業として実施するからには枠組みがあり、制約も

あるが、そのしばりがあるからこそ進むこともある。そのバ

ランスは、何かを立案し、進めるときに必要なものだった。

◦地域に対する学びあいフォーラムの波及効果や、DEAR

や学びあいのメンバーへの波及効果を追いかけ、評価する

ことはとても難しい。もともと地域団体が持っている力

に対して、この事業がどう影響できたのかは測りがたい。

◦根本的なこととして、そもそも助成団体（地球環境基金）

が描いている持続可能な社会や地域とはどんなものだろ

うか。この事業へ助成することで、どんな還元を期待さ

れているのだろうか？

◦最初の段階で、開発教育というワードは共通理解に時間

がかかるので、学びあいフォーラムでは使わずにすすめ

る、という確認があったが、「開発」もそうかもしれない。

また、DEARの人たちにも「学びあい」ということばを理

解してもらうには時間がかかった。CDNとしても学びあ

いを説明するに至るまで時間がかかったことも一因だ。

他のコーディネーターとの意見交換から
◦DEARでは、かつて地球環境基金の助成金で実施した国

内スタディツアーがあり、その際は地域の人にコーディ

ネーターになってもらっていた。地域で地域の人に話を

聞くのが面白いし、質問するといろいろ出てきて興味深

い。地域で開発教育プログラムを実施することと、学び

あいで地域と関わることの違いとは何か。

→視点が違う。学びあいフォーラムで実施する場合は、コー

ディネーターとしての俯瞰的視点になってしまうが、団体と

地域や団体のエンパワーを意識する。地域巡り的なプログ

ラムは、率直に知りたいと思うことが動機になり、地域を

訪れることで何かが生まれる。関わりとしてはスポット的で、

学ばせていただいてありがとう、という関係になりがちだ。

◦学びあいでは、仮説を立て→計画をし→問いを立て→実

際に訪れ→地域の人に問いを投げかけ→その中で生まれ

てくる。長く関わることが前提となる。他の人の発言に

もあったが、地域に関わると時間の区切りはない。あま

り勝手な入り方はできない、という意識になる。

◦開発教育、国際協力の文脈では、地域づくりをしている

ところに、敢えて開発を問うために地域に入るが、そこ

に意味がある。外から入ることの難しさやおこがましさが

あるが、そのせめぎあいを大切にしていくことが重要だ。

→自分のしていることを客観視し、確認して、地域の意図

に沿っているかどうかを問いながら、確認しながら進め

ることが重要だ。

今後について
◦地域の担当をつけるかどうか。

◦どうやって地域団体を選ぶのか（これからの団体で続けた

いところ？新しいところを入れる？）

◦今後のDEARの事業としての位置づけはどうなる？その

際の課題は？予算と、人と？体制と？

◦地域の空気の中で地域の人に話を伺うことの重要性を今

年だからこそ感じた。スタディツアー（地域から学ばせ

てもらうこと）を１つの軸にしてはどうか。

※本記録は、2020年10月から始めた、「学びあいフォーラムコーディネーターふりかえり」のうち、11月7日に実施した「ふりかえりのふりかえり」を話し合う
場での記録を掲載しています。

コーディネーターチームふりかえりの記録

ふりかえりの記録④

第１部：事業の成果をふりかえる
　成果目標の達成度として評価３をつけた。どうしても自

己評価がシビアになりがちであることと、今年度に予定して

いたことが新型コロナの影響でできなかったことが要因で

ある。もっと事業全体で積み上げてきたことに着目して評価

すると、3.5 ～４くらいつけてもよかったのではなかったか。

　事業全体というより、私が特に関わりが強かったとよな

かESDネットワーク（TEN）2016～2017年度、さやま池の

駅プロジェクト2019～2020年度に関することを中心に、

私自身の視点でふりかえりたい。

TENと学びあいフォーラムについて
◦CDNチームとして、またDEARとして、TENとは刺激

しあえる関係性だった。TENから学びあいフォーラム

やDEARが得た学びも大きい。

◦成果目標のひとつ目にある、「地域づくりのプロセスの適

切なタイミングで～コーディネートスキルを身につけ、

それを活用できるようになる」という点について、TENは

すでに地域づくりの活動を進めていたが、理事会メンバ

ーが各自のテーマに沿って、それぞれ独自で動いている

段階だったので組織を見直す、ミッションを改めて考え

る機会と捉えて取り組んでもらえた。

◦もともと、TENのメンバーのモチベーション、スキルは

高く、ものごとへの向き合い方にも高い意識があったが、

学びあいに参加したことはTENにとってもプラスαにな

ることがあった、と言っていただいており、地域活動へ

の波及効果もあると思われる。

◦TENの、行政との協働という取り組みのプロセスを、学

びあいのCDNや他地域のメンバーに開いてもらえたこと

や開発教育フォーラムなどのアウトプットから学ぶこと

も多かった。2021年２月のプログラムにもその後の活動

を含めて発表をお願いしている。DEARの事業としてもプ

ラスとなっている。

◦２年間の参加の中で、何度も豊中を訪れ、地域を歩き、

人と出会いながら学びあいを進めていった。地域の空気

の中で地域の人に会うという重要性を感じた。

◦その過程は、時に互いへの負荷になったこともあったと

思うが、決してマイナス要因というわけではなく、それ

も学びあいのプロセスだった。

さやま池の駅プロジェクトと学びあいフォーラムについて
◦この団体とは2019年度９月の入門研修で出会った。その

際は見えていなかったが、参加されたお２人は、大きな

エネルギーやビジョンを持っておられることが、フォロ

ーアップのやり取りの過程で見えてきた。特に、地域行

政との戦略的な関り方や、めざす方向性のイメージを明

確に持っておられた。

◦一方、狭山池築造1400年を記念する行政の事業（狭山池

で創造の場づくりへのチャレンジ）としての年限が切れる

2020年３月を前に、団体としての今後の展開を模索して

いる時期でもあった。

◦池の駅プロジェクトの他のメンバーへの、学びあいの波

及効果は2020年度に予定していたが、活動が休止となっ

て実施に至らなかった。アクションプランづくりや、団

体のミッションの見直しをする機会を、コーディネータ

ーとして伴走したかった。その結果を地域活動に直接活

かせる団体でもあるので残念だ。

実現がかなわなかった「2つの団体が学びあう場」の設定
◦新型コロナの社会情勢がなければ、今年度の４月以降に、

行政との協働から地域づくりを目指しているTENとさや

まのメンバーの学びあいの場を、学びあいコーディネー

ターとして設定しようと進めていた。大阪でのネットワ

ークをつくり、相互に刺激しあえる関係を結んでもらい

たいと思って調整していたがかなわなかった。

◦２団体の相互の学びあいからの展開が楽しみだったし、

学びあいのコーディネーターとしても関われる、関わっ

てみたいプロセスだったのに、非常に残念だ。今後も実

現へ向けた可能性を探っていきたい。
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今後に向けて
◦withコロナの中で、今後の事業で一番大切にしたいこと

は何か。

◦過去の参加者とのつながりを継続するための今後の活動

　アイディアを考えたい（年１回でも、実践報告や近況、つ

ながりを再確認できる場をつくる、など）。

◦「コーディネーター」のあるべき姿をコーディネーター同

士で学びあう。

※本記録は、2020年10月から始めた、「学びあいフォーラムコーディネーターふりかえり」のうち、11月7日に実施した「ふりかえりのふりかえり」を話し合う場
での記録を掲載しています。

コーディネーターチームふりかえりの記録

ふりかえりの記録⑤

第1部：事業の成果をふりかえる
　私個人の成果ではなく、事業の全体的な取り組みを振り

返ると、高めの評価ができると感じた。事業に携わる立場

としてだけでなく、事業の参加者・実践者としても、学び

あいの場やコーディネーターの存在に支えられたことがこ

れまで幾度もあった。それには、「～しなければならない」

「～すべき」といったような提案・助言の仕方ではなく、常

に対話をしながら、関係性を育むことを大切にしているコ

ーディネーターの在り方が大きかった。実際に、私たちの

活動へのフォローアップとして、何度も新潟へ足を運んで

いただいたおかげで、具体的な成果に繋がってきたことが

たくさんある。そのような「無理強いしないフォローアップ」

が活動の継続やこの事業と実践者たちとの繋がりの維持に

なっていると感じている。

　また、学びあいのコーディネーター（たち）は、人と人と

が繫がる場・出会う場も積極的に作ってきた。個々の団体

が個々に取り組むのではなく、そうした繋がりの中で互い

が学びあうことに大きな意味があったと思うので、その機

会提供を積極的に行ってきたことはよかったと思う。私た

ちRINGも、学びあいフォーラムに参加した当時、他県の団

体や様々な取り組みをしている方々と出会えたことで、自

分たちの活動を考えるヒントをたくさん頂いた。今年度は、

コロナ禍で対面での場を作ることができなかったが、それ

でも、これまでのネットワークや活動の蓄積が途絶えない

ために、オンラインでの学びあい実践や過去の参加者への

アプローチをコーディネーターとしてあきらめなかったこ

とは、事業の今後につなげていく意味でも重要だったと感

じている。

第2部：コーディネーターとしての学びをふりかえる
　私が所属するにいがたNGOネットワーク国際教育研究会

RINGは、2017年に学びあいフォーラムに参加させてもら

った。その後、「誰にとって」「何のために」といったような

ねらいを意識して活動を行ってきた。

　学びあいフォーラムにRINGとして参加させてもらった後、

そこでの学びや成果を糧に、自分たちの活動を生み出し、

今なお実践し続けている。この学びあい事業において、コ

ーディネーターとしては私は未熟な部分も多いが、参加者

として学びあい事業を経験した立場、今なおそこでの学び

を軸に実践を重ねている立場という立ち位置でコーディネ

ーターメンバーに加えてもらっていること自体が、コーデ

ィネーターの仲間へ還元できる強みだと思ってやってきた。

　「変革を起こす」「新たな試みをする」という時に、現場の

当事者ができることには限界がある。そこに、ある程度の

経験値や専門性を持った第三者の視点が入るということは、

変化・進化の起爆剤にもなりうる。実際に今年度の活動を

振り返ってみても、コーディネーターが参加団体のフィー

ルド視察に行ったり、場づくりをフォローしたりしてきた

ことによる成果は大きいと感じている。

　今年度は、学びあい事業を創る側として関わらせてもら

ったが、「コーディネーター（第三者）として変化の担い手を

支援する」ということにおいて大事なことを皆さんから学ば

せてもらった。

メンバーとの意見交換より
◦実践者の実感が伝わってきた。

◦2017年度の集合研修時にチーム新潟が夜遅くまで話し合

っていたことを思い出した。

→真夜中まで代表の部屋でフラフラになりながらみんなで

団体の意義や目的を考えた。あの時に書いたシートは、

今でも私たちの財産になっている。

◦RINGという愛称がついたのもこの時だったかと。

→様々なことを見直し、Restartを切るきっかけにもなった。

◦実際に参加した団体の人がどのように学びあいを捉えて

きたのかを聞く機会はなかなかあるようでいてなかった。

それゆえに実践者がコーディネーターとして関わってく

れているということ自体が大きな成果。
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や共生、参加、などの価値があり、それぞれの意味づけは

地域の人たちの持っている言葉の中から生まれていること

に気づけたのは、とても貴重だと思った。

　改めて、コーディネーターの役割はなんだったのかを考

えた。当初は、課題や価値に気づいてもらおうという気持

ちが自分の中にもあり、問いかけ方も上から目線だったの

ではないか、と反省した。地域に住む人にとっては地域の

取り組みは一生続くものである。そのような活動に対して、

第三者ができることは限られている。だから、地域の実践

を地域の人がつくり、語り、気づき、ふりかえることを、

開発教育の視点で手伝うということを私たちは試行錯誤し

ているのだと気づいた。

＜開発教育に関して気づいたこと、捉えなおしたこと＞
　開発教育の理念や価値を実現する場として地域がとても

重要であるということに気づいた。また、『豊かさと開発』

や『パーム油』など既存の教材を地域づくりの実践者と共に

行うことで、様々な発見があった。実際に岡山で行われた

り、八王子の地図作りの前に行われたり、地域で行うこと

で、リアリティをもって地域の中での問題の発見や価値の

共有などに活用できると思った。地域で教材を使うことで

開発に関する学びも深まると思った。

　開発教育の地域ネットワークを考えるなかで、特にDEARの

関係者の中で学びあいの活動を共有する場をつくれるとよい

と思った。地域の持続可能な開発やそのための学びと向き

合い、考えることが、開発教育の地域ネットワークの重要な

要素であることが伝えられると思う。今回、三田さんに機関

誌にも報告を書いてもらったが、DEARの中での地域の捉え

方が学びあいの活動を共有することで広がるとよいと思う。

＜会議の持ち方について＞
　CDN会議では、プログラムの目的を明確にしたり、一つ

一つの言葉の定義の確認も、意思決定の上では重要だと感

じた。同時に、新しいメンバーとも有意義に意見交換をす

るための工夫も必要だとも思った。特にオンラインの会議

に関しては、事前の準備がいつも以上に必要だと思うので、

担当を決めて回せるとよい。あまり詰め込まないで、話す

内容を絞って、段取りを作って話しやすい場にできるとよい。

メンバーとの意見交換から
◦コーディネーターの役割としては、最初は、わかってほ

しいという気持ちが強かったが、次第に、地域から出て

くるものに寄り添うという姿勢に変わったと思った。

◦DEARの地域ネットワークを考える中で、学びあいの活

動を共有できたらという話があったが、学びあいでやっ

てきたことを、DEARの中で共有したいということか？

→はい。今までは地域で開発教育の教材を使ったり、開発

教育を行う人たちとのネットワークが主流だったが、それだ

けでなく、地域の課題そのものに向き合って学ぶ活動も共

有できれば、DEARの中での地域の捉え方が広がると思う。

◦学びあいの活動は、会員という枠にとらわれず、まずは

参加してもらって関心があれば会員になってもらうとい

うことで声をかけた。いつだか、会員ではないのになぜ

こんなにかかわっているのか、という議論もあった気が

する。DEARの中での位置づけが難しくて悩みながらや

ってきた。ネットワーク会議もそういう性格があった。

→今までの学びあいにかかわっている人も全くDEARを知

らないわけではなかった。会員に必ずしもならなくても

よいが、DEARでこれをやることの意味は押さえておき

たいと思う。

もっと考えたいこと
◦実践者の取り組みの中で、どのような学びが起きている

のか？意識しているもの、していないものを含めて。

◦コーディネーターの役割。

◦地域における開発教育（地域の開発を考える、そのプロセ

スに参加する）の役割。

※本記録は、2020年10月から始めた、「学びあいフォーラムコーディネーターふりかえり」のうち、11月7日に実施した「ふりかえりのふりかえり」を話し合う場
での記録を掲載しています。

第1部：事業の成果をふりかえる
　五段階評価は３を付けた。対象の活動としては、集合研

修・地域のアクションプランの実施（2016、2017、2019）、

その後の地域の活動、特に直接見ることができた地域の活

動などがある。

　３をつけた理由として、プラスの面では、地域の開発教

育実践者が、主体的にメンバーの意見を聞き、話し合う場

を設定し、活動を進めるための準備をしていたり、その活

動のための役割分担や、当日の運営、その後のふりかえり

などを意識的に行っていることがある。また、地域の開発

教育実践者が、地域の活動に今、何が必要なのか、次はど

うしたらよいのか、の見通しをもって、働きかけている。

そして、ブログや機関誌などで、実践者の言葉で活動報告

が共有されているということもある。

　マイナスの面では、地域の開発教育実践者がお互いに経

験交流をし、スキルアップする機会はあまり持てなかった。

私たち自身が、学びあいに参加してくれた団体の現状を把

握できていないということがある。

　上記、できたことの原因としては、集合研修（2016年度、

2017年度、2019年度）で地域の団体が、他団体とともに、

集中的に持続可能な地域づくりやそのための学びあい、そ

のコーディネートについて学んだことが大きかったと思う。

また、アクションプラン作りに関しては、集合研修だけで

なく、地域で行うことでより現実的なモノになったと思う。

アクションプランを考えるときの言葉やプロセスの理解は

難しかったが、メンバーが一緒に考えることでメンバー間

の共通理解が深まったと思った。また、集合研修等で報告

する機会があると、地域での活動をふりかえり、成果や課

題を可視化するきっかけになっていると思った。

　団体によるが、実際にその後の状況をフォローすることで、

進み具合や課題が見えてきた。第３者による聞き取りも自分

たちの活動を客観視するきっかけになっていると感じた。

　「学びあい」ハンドブックの作成・頒布ができたことで、

地域で、メンバーとアクティビティなどをやってみること

ができるのではないか。また、地域内で「学びあい」の活動

について広く説明ができるという声もあった。

　各プログラムやフォローアップが、成果を達成するため

に適切だったのか、よりよい方法があったのか、について

は改めて考えたい。成果を達成するには、地域の開発教育

実践者自身が、自身の活動や意図をふりかえる機会が必要

だったかもしれない。それがスキルアップにもつながるの

ではないか。そもそも何がスキルなのか、については地域

の開発教育実践者には意識されていなかったのではないか、

と改めて感じた。

　各団体の状況を知るためには、もう少し密な対話やフォ

ローアップが必要だったかもしれない。限られた時間でも

う少しできることはあったかもしれない。

　今後学びあいフォーラムでやりたいことに関しては、地

域づくりの中の学びの実践を地域の人たちの言葉で共有で

きるような場が設定できるとよいのではないか。例えば10

月のオンライン学びあいで、屋久島の方々の生の声を聞け

たのは、とても良い機会だった。しばらくはオンラインが

メインだと思うので、オンライン学びあいを定期的に続け

られれば良いのではないか。

　また、2020年度できなかった、地域の活動におけるふり

かえり（活動とコーディネートについての両方）については、

今後実施できるとよいと思う。さらに、団体からアクショ

ンプランを作りたいという声もあったので、定期的にオン

ラインで研修をしてもよいのではないか。

コーディネーターチームふりかえりの記録

ふりかえりの記録⑥

第2部：コーディネーターとしての学びをふりかえる
＜コーディネーターの立場で参加して学びや気づき＞
　自分が今まで、地域の活動にあまりかかわってこなかっ

たこともあり、今回学びあいを通して、地域の実践を数年

にわたり見ることができたことで、地域の実践は経年で見

ることが重要だとあらためて感じた。開発教育の中では、

持続可能な社会づくり、開発、参加、変化などの言葉をよ

く使うが、改めて、これらはプロセスであるということを、

地域の活動を見て実感した。そんなに簡単に変化は起きな

いし、その参加ができるようになるには、プロセスが必要

で、現在もプロセスの途中であり、それは長いスパンで起

きていることを、地域の活動を見て実感した。

　地域づくりの実践の中に、開発教育が重視してきた公正
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ことも大切な気がする。

ふりかえりや評価を実践的につくること
　先ほど本事業の主題の１つである「地域の持続可能な開発

を後押し」につなげるということについてはまだ出来たかど

うか不明確であることを書いた。そのことに関していえば、

こうした取り組みが地域の持続可能性や持続可能な開発に

つながったのか、それを地域の人たちが／とともにどのよ

うにみるのか、どのようにすればそれをみることが可能な

のか（可能でないのか）ということを含め、議論をしていく

場づくりが求められると思う。同時にこうしたプロセスそ

のものが本事業に関わる実践の場となると考える。また、

開発がこれまで大事にしてきた公正さを問うということを

考えたら、その点もふまえて今後の課題になると考えた。

開発教育の問いを自身に立てること
　開発教育がこれまで問うてきた（開発や教育、支援・援助

などにおいて）「する側―される側」といった関係への批判

的な視点をふまえながら、CDNチームと各地域・実践との

関係を問うていくこと、さらには「する側―される側」とい

った関係をこえていく関わり方の模索につなげることが大

切であると思った。それは「地域の人から学びながら考えて

いく」というスタンスが（自分自身も含めて）これまで開発教

育が問い直してきたことを自分たちに向けて問い直してい

く、といったようなことがもっと必要になってくると思う。

第２部：コーディネーターとしての学びをふりかえって

コーディネーターの立場で参加しての学びや気づき

いくつかの言葉・概念の混同について
◦地域、コミュニティ、実践、などの言葉・概念が人によ

って異なり、にも関わらず、そのまま使われていること

が少なくないこと。

◦「開発教育における地域実践」ということと今回あげてい

た「地域づくりのための学び合い（という実践）」が必ずし

もイコールではない中で、その共通部分や差異について、

また両者の関係について整理されきれていなかったこと。

◦地域実践といった場合にも、すでに動いている実践と協

働したり、そういった実践と関わることと、新たに実践

をつくり出そうとする動きと連携することとの２つのあ

り方において、お互いに重複と差異がある中でそれらが

混同していたこと。

コミュニケーションの機能・役割とその明示について
　（自分の性格的なこともあるかもしれないが）「コーディネ

ーター」と名のる（名のらなきゃいけない）、もしくは名づけ

られると、かえってコーディネーションが難しくなる、や

りにくくなることを感じた。特に地域実践の場合はその文

脈で「肩書」を取り払えることも多い一方で、「肩書」が印象

や関係性に影響しやすいこともあるため、コーディネーシ

ョンの「役割を持つ」ことと、その「立場になる」ことでは差

異がある。実際に地域の中でコーディネーション的な役割

が担われる場合は、逆に何か名乗らないで潜在的に、もし

くは隙間でそれをやっているみたいなことも少なくないと

思うので、それが明示された時にはその難しさ／やりにく

さみたいなものを改めて感じた。

開発教育に関して改めて気づいたこと

開発教育の意義の言語化
　そもそも地域づくりにおいてなぜ開発教育が重要／必要

なのか（翻って開発教育がもつ意義を地域づくりの文脈から

再考すること）についての言語化やそのための議論、関連す

る感覚を共有したり、ともに深めていく必要があったのか

もしれないと思う。

　別の見方をすれば、もともと／いま開発教育に興味を持

っている人たちにとってはその実践に参加したら、“大切”、

“面白い”と思ってくれると思うが、一方で開発教育に興味

を持っていない人たち、関心を持ちにくい人たちにとって

も、（本来の開発教育の意味を考えるのであれば必要／重要

になってくるだろうという期待・信念・想いみたいなもの

をやっぱり私自分がもっているので）どういう意味をもつの

か、どのように共有させてもらっていくのか、そのための

言葉や行為・態度とはどのようなものか、みたいなところ

第１部：事業の成果をふりかえる
　成果目標の達成程度として３をつけさせて頂いた。理由

としては、事業目標に掲げられていた「地域の持続可能な開

発に関わる教育実践者や事業実施者」、「地域のESD実践者」

が「教育・学習の機会や場をつくるコーディネートスキルを

身につけ、それを活用できるように」なること、また「教育・

学習コーディネートなどについて、お互いのスキルアップ

をする機会」をもつことが出来たかどうかについて、集合研

修やハンドブックなどでその一端は実現したように感じる

ためである。特に、集合研修やフィールドワーク、（コロナ

禍においては）オンラインのセミナーイベントなども含め、

顔を合わせて様々な地域の人たちと話し、視点や考え方を

共有したり、コーディネーションやファシリテーションに

関することを共有できたことはとても実りがあったと思う。

　一方、集合研修やハンドブックを通して共有しようとさ

れていたものについて、「活用」という点でいえば、実際に

現場でどの程度「活用」されうるところまでつながったのか、

実際に「活用」された場合にはそれがどのようになされたの

か、ということに関してはまだ分からない部分も多いので

はないかと感じている。特に本事業の主題の１つである「地

域の持続可能な開発を後押し」につなげるということについ

ていえば、それがどのくらいつながったのかという点では

まだ不明確であったのではないか。（「出来ていない」という

よりも「わからない」、したがってまだ「出来ているとはいえ

ない」というニュアンス）このような理由により、成果目標

の達成程度を３に留めた。

　いずれにせよ、（開発教育やESDとして）さまざまな地域

の開発問題や開発課題についての実態（特に実態にみる複雑

な部分や、一方で他の地域にも見受けられるようなより普

遍的な部分など）を改めて具体的に知る機会になったことや、

その実態に即して多くの実践者がお互いに意見や実践知を

交わす場がつくられていたことにはとても意義があったと

思う。現場で開発問題や開発課題に対峙する実践者、その

ための“現場”をつくろうと苦労されている実践者、またそ

ういった実践者が抱える悩みや試行錯誤や知恵などに出会

えたり、つながることでそれらを共有できたことは、その

プロセスにも意味があるだけでなく、今後にもつながるも

のとなっていたように感じた。

　加えて、今まではそのような「現場から学ぶ」ということ

を（その歴史的背景から）開発途上国にみてきた流れが強か

ったように思う。開発教育においては、日本の地域の中の

開発問題や実践をつむがれている方々とつながることには、

例えば学習者が課題へ必然的に対峙することや参加実践へ

のむすびつきを考えることなど、多くの理由から有意義な

ことだと考える。

ふりかえりを通して考える今後の課題

地域に／でさらに学ぶこと
　成果目標で目指されていたようなこと（「教育・学習の機

会や場をつくるコーディネートスキル」の活用や場づくり）

について、DEARがもともともっている参加型学習のスキ

ルやノウハウのようなものを共有しながら活用してもらっ

ていくための試みは出来ていたように感じる一方で、既存

の開発教育がこれまで行ってきたワークショップやコーデ

ィネーションのスキルを活用する・転用するという１つの

方向性に偏りがちであったような部分もあるという印象が

ある。

　地域づくりの現場にある実践知、ローカル知のようなも

のから学ぶこと、学びあうこともあってよかったのではな

いかと思う。もっともっと地域に学んでいく、地域の文脈に

根ざして考えていくということをさらに考える必要がある。

地域実践と地域実践をさらにつなぐこと
　上記でもふれたが、実践地域の中ではそれぞれの文脈の

中でその実践を進めていくための、また進めていく中でで

てきたワザのようなもの・実践知がある。そうしたものを

こちらがもっと地域実践から学んでいきながら、さらには

それを他の地域の人に伝えていく、ということが集合研修

やセミナー、ハンドブックを通してもっとあってもよかっ

たのではないかと思った。

　人と人をつなぐ、地域・実践同士をつなぐ、といった場

合の「つなぐ」という部分で、上記のような現場の具体的な

実践知をつなぐことにこだわっていくと、「つなぐ」という

ことをさらに進めたり深めたりすることの一助になるので

はないか。そして、そこから開発教育やコーディネーショ

ンの内実を考えていくという試みをさらに積み上げていく

コーディネーターチームふりかえりの記録

ふりかえりの記録⑦
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第１部：事業の成果をふりかえる
を要することを前提とした事業計画や目標を設定する必要

があったと考えた。

　今後フォーラムをどうしていきたいか、ということに関

しては、各地域で持続可能な地域づくりのための学びあい

を実践する人たちが、地域を超えて緩やかに集まって、経

験交流や意義や方向性についての議論を重ねていくような、

緩やかなネットワークになっていくと良いと考える。つま

り、様々な立場から各地域でそうした学びあいに関わる人

たちが、経験交流や議論の機会を共に企画・運営もしなが

ら、互いのローカルの知も交換しつつそれぞれに進んでい

ける形にできたら良いのではないかと思った。

　そのためにも、以前本事業で作成した「学びあいハンドブ

ック」についてももう少し内容を見直して、さらに再言語化

できる部分はしていく必要があると考える。特に、同ハン

ドブックを発行してから数年が経ち、SDGsをめぐる社会状

況が変化する中で、持続可能な開発をめぐる理解について

もその発行当時とは変化してきていると考えられる。そう

した中で、本事業開始時の６年前には意識して使用をしな

いようにしてきた概念や用語についても、再度見直してハ

ンドブックに反映させていくことが必要となるのではない

か。

コーディネーターチームふりかえりの記録

ふりかえりの記録⑧

　５段階評価は２をつけた。３でもよかったが、事業目標

に対してはいよいよこれからというところで道半ば、消化

不良感が残っているため。参加してくれたそれぞれの地域

では個別に変化も見られるので、もちろん成果が出ている

こともあるが、目標にある「地域で学びあいづくりのコーデ

ィネートをスキルアップする機会」を作る、と言い切れると

ころまではまだ到達していないと考える。

　その理由としては、一つは、コロナ禍などの様々な状況

などもあって、研修後の継続的な地域とのコミュニケーシ

ョンが取れているところと不足しているところがあったこ

とだと考えた。それが不足している地域については、単発

の講座参加にとどまらず継続して対話的に学びあったり地

域の現状を知ったりすることが難しく、目標に届かない一

因となった。

　もう一つは、本事業の意義や概念整理において、コーデ

ィネーターチームの共通認識づくりに長時間を有したため、

事業の進捗が結果的に緩やかになったことと考えた。ただ

し、コーディネーターチームの共通認識づくりについては、

それに時間をかけたこと自体をマイナス評価するという意

味ではない。そうではなく、多様なメンバーで構成される

中で、お互いが初めて取り組むことについて、現状を理解

しながら時間をかけて議論し言語化していきつつ事業を進

める、というやり方をとるのであれば、そのような長時間

第２部：コーディネーターとしての学びをふりかえる
　事業の中でいろいろな地域の団体から話を伺うにつれて、

大まかに分けると「グローバルな課題を軸に地域づくりに関

わる」アプローチと「暮らしや生業の延長として地域づくり

に関わる（その中で課題設定をする）」アプローチがあるので

はないか、と考えるようになった。その中でDEARを通じて

開発教育を実践してきた立場としては、後者には触れる機

会がそれまで少なく、“不得意感”があったように思う。プ

ログラムの作り方やファシリテーションも、当初はどうし

ても無意識に個別の地域の課題をグローバルイシューと関

連づけて整理していたと思うが（それが悪いという意味では

なく）、本事業の過程で後者に関する理解や現状認識が深ま

って自分自身の思考方法が変化したと感じる。

　また、自分たちの学びあいのプログラムづくりへのアプ

ローチも変化していると思う。例えば、事業当初は、「参加」

という概念について考えたいときに、（「参加のはしご」など

を用いて）「参加」の概念整理から入るようなプログラムづ

くりをしていた。しかし最近は、「りんごの木」のロールプ

レイから入るように、より具体から入って「参加」を考える

ようなアプローチに、自分たち自身が変化していたと思う。 

　最後の「あらためて気づいたこと」に関しては、学びあい

フォーラムを通じて、もっと幅広くいろいろな人と繋がれ

るのではと思う。

をさらに言語化したり議論していく必要があるなと感じた。

地域の意味・位置付けの言語化
　開発教育やESDを地域で実践する人々にとって、地域で

実践する目的や意味付け・位置付けが異なることについて、

それぞれをさらに探求し言語化していくことが大切だと感

じた。

　既存の開発教育を学校ではない場で実施することを考え

て地域に着目している場合もあると思うし、一方で地域づ

くりの「ために」開発教育を実践する、地域づくりの文脈で

意図的に開発教育を実施するという場合もあるだろう。開

発教育やESDを「地域で実践する」といった場合には、（今ま

で「地域で実践する」ことを重視してきた実践者が歴史的に

も様々いたであろうし今もいると思うが）それぞれの実践者

の地域の向き合い方、「地域」の意味、「地域で実践する」意

味というものが異なっている。もちろん互いに重なる部分

はあるけれども、地域で実践する目的やその意味づけはそ

れぞれ異なっているので、その部分についてもう少し明確

にしていくこと、そのことによって地域へ関わる「意味」、

開発教育の「意味」をみていくことで新たな価値を生み出し

ていけるのではないのかと考えた。

開発課題が複雑に絡み合う地域への
アプローチを描くことへの試み
　開発問題や課題を軸として「知り、考え、行動する」こと

を目的としたワークや教材、実践は多いが、一つの地域（様

々な開発問題が複雑に入り交ざっている地域という場）に（ホ

リスティックに）アプローチしたり考える実践はあまり多く

ない、もしくはカタチになって表されていないのではない

かと考えた。（知らないだけかもしれませんが）

　開発課題ごとの教材ではなく、それらがごちゃごちゃ混

ざった場として地域にどう向き合うかといったことについ

て、そういうアプローチをもっとカタチにしていくことで、

開発教育の“深み”みたいなものが出るのかなと思った。「開

発＝地域づくり」ということを描くという意味でも。例えば、

既存の教材をもっと合わせて使い地域を読み解いていくと

いうアプローチもあるだろうし、新しいカタチを模索する

こともあるかもしれないと思う。

今後について
次のようなことが求められていると考える。

「学びあい」セミナー及びそのふりかえりの継続的実施
◦フォーラムでつながった実践（者）から学ぶセミナーや現

場へのフィールドワークを定期的・継続的に企画・実施

していくこと。

◦特に、セミナー開催のみを目的とせず、セミナーで出た

コメントや課題をていねいにふりかえったり、話し合っ

ておき、言語化をしながら他と共有可能にしていくこと。

これまで蓄積・記録された知見の整理と言語化
◦上記で述べたような「そもそも地域づくりにおいてなぜ開

発教育が重要／必要なのか（翻って開発教育がもつ意義を

地域づくりの文脈から再考すること）」について、これま

でのフォーラムの取り組みや記録などから、また新たな

実践的プロセスをつくり改めて学びながら、整理し言語

化する試みのための場をつくっていくこと。

※本記録は、2020年10月から始めた、「学びあいフォーラムコーディネーターふりかえり」のうち、11月7日に実施した「ふりかえりのふりかえり」を話し合う場
での記録を掲載しています。
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■オンライン交流会・学びあいの実施

◦６月20日 13：00 ～ 17：30 オンライン交流会（６月）

◦10月３日 13：30 ～ 17：30 第１回オンライン学びあい（10月）

◦12月５日 14：00 ～ 17：00 第２回オンライン学びあい（12月）

◦２月６日 13：00 ～ 17：00 学びあいフォーラム（２月）

■ブログの作成・掲載　http://platform.dear.or.jp/

◦みんなで考える持続可能な暮らし～ユギムラ暮らし～（ユギムラ暮らし）

◦『地域・学びあい・入門セミナー』フォローアップ訪問（屋久島）（漁師の暮らし体験宿　ふくの木・遊漁船　さかなのもり）

◦「屋久島の観光業の持続とオンラインイベントの可能性」（漁師の暮らし体験宿　ふくの木・遊漁船　さかなのもり）

◦「持続可能な地域づくりのための地域資源『見える化』ウォーク」と

　「マップ作りを通して変化した、まちの見え方・暮らし方」～コロナを経てふりかえる」

　（八王子市民のがっこう「まなび・つなぐ広場」）

■研修運営委員会（コーディネーター会議）の開催（全11回実施）

◦コーディネーター会議（第１回）
日時：４月18日　16：00 ～ 19：50

内容：各チームからの進捗共有・提案、予算検討、実施体制の確認をした。

◦コーディネーター会議（第２回）
日時：５月16日　16：00 ～ 19：00

内容：年間プログラムおよび６月オンライン交流会や、交付申請内容について確認した。

◦コーディネーター会議（第３回）
日時：６月28日　12：00 ～ 14：00

内容：６月オンライン交流会ふりかえり、今後のプログラムについて検討した。

◦コーディネーター会議（第４回）
日時：７月17日　19：00 ～ 21：00

内容：各地域の現状共有し、オンライン学びあいプログラムについて検討した。　

◦コーディネーター会議（第５回）
日時：８月22日　14：00 ～ 18：30

内容：各地域の現状共有とオンライン学びあいプログラム案を確認した。

◦コーディネーター会議（第６回）
　日時：９月19日　14：00 ～ 17：00

　内容：オンライン学びあいの進行、コーディネーターのふりかえり進め方について確認した。

◦コーディネーター会議（第７回）
日時：11月７日　14：00 ～ 18：00

内容：２月オンライン学びあいフォーラム検討および、コーディネーターふりかえりを実施した。

・「学びあいフォーラム」活動一覧
2 0 2 0年度

メンバーとの意見交換から
◦最後の「意外にいろいろな人とつながれるのでは」とのこ

とだが、なぜそのように感じているのか

→例えば、学びあいフォーラムに参加してくれたり関わっ

　てくれた方々とそれらの地域を訪問すると、その先々で、

　開発のあり方について問題意識を持つ人たちと出会う。

そうした人たちは、必ずしも開発教育やNPOに関わって

いる人たちというわけでもない。この事業を通して、そ

のような初対面の方々と開発について話す機会があり、

学びあえるという実感があった。

ふりかえり共有後の感想
◦「達成できていることも多い」という他のメンバーの意見

にハッとした。どうしても達成できていないことに目を

向けがちだった。

◦学びあいフォーラムの実施方法として、東京に集まるだ

けではなく、参加団体の各地域に互いに訪問する方法も、

また違った学びの可能性があるという意見に共感した。

一方で、かつて「地域を離れる空間を作ることも大事（そ

のタイミングで地域内で議論できないこともある）」と参

加者に指摘されたこともあった。学びあいフォーラムと

して、「地域間の学びあい」と「地域内の学びあい」の関係

※本記録は、2020年10月から始めた、「学びあいフォーラムコーディネーターふりかえり」のうち、11月7日に実施した「ふりかえりのふりかえり」を話し合う場
での記録を掲載しています。

性と、そこに果たそうとする私たちの役割をどう考える

か、再度整理する必要があると思った。

◦学びあいフォーラムは「持続可能な地域づくり」を後押し

する学びあいがテーマだが、今回のふりかえりの議論で

は地域づくり（地域の変化）に関する言及が少なかったと

感じた。その理由は、事業目標の設定が地域の変化に関

しては「地域の学びあいづくりの担い手の増加」に注目し

ていたためだと考えた。一方で、地域づくりの直接的な

担い手は地域の人々だが、学びあいフォーラムはそこに

開発を捉え直すという形で働きかけているので、間接的

に地域の変化を促していると言える。そこで、フォーラ

ムとしてどのような地域の変化に着目していくのかを今

一度確認し、それを事業成果を図るひとつの指標として

も良いのではないか。

共通認識を作りたい、確認しておきたい、話したいこと
◦「地域間の学びあい」と「地域内の学びあい」。学びあいフ

ォーラムはそれぞれにどう関わっていくか？

◦使う言葉・使わない言葉とその概念について再考（ex. 包

摂、公正とか、地域づくりと社会づくりの違い、とか）
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・「学びあいフォーラム」活動一覧
2 019年度

■ハンドブックの作成
『持続可能な地域づくりのための「学びあい」ハンドブック

～コーディネートとそのふりかえり』

（2019年９月14日発行）

■研修プログラムの実施
◦９月14日（土）～15日（日）　「地域・学びあい・入門セミナー」の実施

◦10月～２月末　各地域の団体に対するフォローアップの実施

◦10月　地域での参加者によるふりかえりの実施

◦12月末　参加者によるアクションプランの提出

◦１月末　各地域でのセミナー参加後の実践報告

■プラットフォーム（ウェブページ）への掲載
http://platform.dear.or.jp/

■現地訪問
◦４月20日～ 21日　みた農園、岡山県社協訪問（岡山）

◦５月29日　八王子市民のがっこう「まなび・つなぐ広場」訪問（東京）

◦11月10日　国際教育研究会 RING 訪問（新潟）

◦11月24日　FKG訪問（山形）

◦12月１日～２日　みた農園、岡山県社協訪問（岡山）

■実践者交流会の開催
2018年８月５日　d-lab（第36回開発教育全国研究集会）第３分科会

「地域における開発教育～『持続可能な地域づくり』にむけて」として実施

■ハンドブックの作成
『「学びあい」をコーディネートする　持続可能な社会・地域づくりのために』意見収集版

■ウェブページの作成
「持続可能な開発を後押しする教育・学習」を後押しするためのウェブサイト

・「学びあいフォーラム」活動一覧
2 018年度

◦コーディネーター会議（第８回）
日時：12月21日　18：30 ～ 21：30

内容：２月プログラム進捗共有、報告書についてブレスト、コーディネーターふりかえりを実施した。

◦コーディネーター会議（第９回）
日時：１月８日　18：00 ～ 21：15

内容：学びあいフォーラム進行確認、報告書の内容検討、コーディネーターふりかえりを実施した。

◦コーディネーター会議（第10回）
日時：２月15日　19：00 ～ 21：00

内容：報告書の内容確認、学びあいフォーラムふりかえりを実施した。

◦コーディネーター会議（第11回）
日時：３月15日　19：00 ～ 21：00

内容：事業ふりかえりおよび次年度の事業の方向性について検討した。

■フォローアップ・ウェブ・プログラム・ふりかえり
　タスクチーム会議の開催（全22回実施）

フォローアップチーム会議
◦４月11日 15：00 ～ 17：00

◦７月12日 15：30 ～ 17：00

ウェブチーム会議
◦４月13日 19：00 ～ 21：00

プログラムチーム会議
◦４月３日 19：00 ～ 21：00

◦５月１日 18：00 ～ 20：00

◦７月10日 19：00 ～ 21：00

◦８月21日 16：00 ～ 17：00

◦10月26日 18：30 ～ 20：30

◦11月16日 19：30 ～ 21：00

◦12月7日 19：00 ～ 21：00

◦12月12日 17：30 ～ 18：30

◦１月６日 15：30 ～ 17：30

◦１月25日 18：30 ～ 21：00

◦１月27日 19：00 ～ 21：00

ふりかえりチーム会議
◦10月13日 10：15 ～ 11：15

◦10月20日 20：00 ～ 21：00

◦11月11日 17：30 ～ 19：30

◦12月14日 15：00 ～ 16：30

◦12月19日 15：00 ～ 18：00

◦12月21日 22：00 ～ 24：00

◦12月30日 10：00 ～ 13：00

◦１月４日 20：00 ～ 22：30
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